
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      21,675,702,447 　固定負債       4,836,309,925

　　有形固定資産      20,691,114,955 　　地方債等       3,893,522,875

　　　事業用資産       6,094,494,858 　　長期未払金                  －

　　　　土地         493,265,042 　　退職手当引当金         928,818,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,012,873,751 　　その他          13,969,050

　　　　建物減価償却累計額     △7,428,253,462 　流動負債         663,055,341

　　　　工作物          10,178,460 　　1年内償還予定地方債等         606,799,867

　　　　工作物減価償却累計額         △6,420,933 　　未払金                  －

　　　　船舶                  － 　　未払費用              24,657

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                  －

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金          44,589,524

　　　　航空機                  － 　　預り金          11,641,293

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       5,499,365,266

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          12,852,000 　固定資産等形成分      22,493,908,833

　　　インフラ資産      14,482,586,043 　余剰分（不足分）     △5,411,173,833

　　　　土地          19,673,489 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,066,523,000

　　　　建物減価償却累計額       △664,971,327

　　　　工作物      39,001,045,822

　　　　工作物減価償却累計額    △25,742,129,341

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         802,444,400

　　　物品         502,218,325

　　　物品減価償却累計額       △388,184,271

　　無形固定資産          88,279,907

　　　ソフトウェア          16,413,012

　　　その他          71,866,895

　　投資その他の資産         896,307,585

　　　投資及び出資金         391,502,077

　　　　有価証券              55,000

　　　　出資金         144,684,376

　　　　その他         246,762,701

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,335,106

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         498,135,055

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         498,135,055

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,664,653

　流動資産         906,397,819

　　現金預金          81,554,699

　　未収金           6,636,734

　　短期貸付金                  －

　　基金         818,206,386

　　　財政調整基金         617,400,084

　　　減債基金         200,806,302

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      17,082,735,000

資産合計      22,582,100,266 負債及び純資産合計      22,582,100,266

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  5,006,871,005

　業務費用                  3,121,516,692

　　人件費                    602,165,775

　　　職員給与費                    502,970,179

　　　賞与等引当金繰入額                     44,589,524

　　　退職手当引当金繰入額                     12,047,000

　　　その他                     42,559,072

　　物件費等                  2,460,007,095

　　　物件費                  1,098,249,990

　　　維持補修費                    198,331,200

　　　減価償却費                  1,163,425,905

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     59,343,822

　　　支払利息                     44,604,558

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,664,653

　　　その他                     13,074,611

　移転費用                  1,885,354,313

　　補助金等                  1,692,714,927

　　社会保障給付                    192,232,442

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                        406,944

経常収益                    582,180,013

　使用料及び手数料                    204,880,088

　その他                    377,299,925

純経常行政コスト                  4,424,690,992

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                      3,152,746

　資産売却益                      3,152,746

　その他                             －

純行政コスト                  4,421,538,246

単体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



23,052,120,888 △5,536,372,53917,515,748,349前年度末純資産残高 －

△4,421,538,246△4,421,538,246　純行政コスト（△） －

4,105,948,5374,105,948,537　財源 －

2,942,687,5542,942,687,554　　税収等 －

1,163,260,9831,163,260,983　　国県等補助金 －

△315,589,709△315,589,709　本年度差額 －

△440,788,415 440,788,415　固定資産等の変動（内部変動） －

764,571,072 △764,571,072　　有形固定資産等の増加 －

△1,187,693,509 1,187,693,509　　有形固定資産等の減少 －

191,583,854 △191,583,854　　貸付金・基金等の増加 －

△209,249,832 209,249,832　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

△117,423,640△117,423,640　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△558,212,055 125,198,706△433,013,349　本年度純資産変動額 －

22,493,908,833 △5,411,173,83317,082,735,000本年度末純資産残高 －

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

単体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

全体

至 平成30年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,828,879,730

　　業務費用支出                  1,943,525,417

　　　人件費支出                    590,300,747

　　　物件費等支出                  1,296,581,190

　　　支払利息支出                     44,592,503

　　　その他の支出                     12,050,977

　　移転費用支出                  1,885,354,313

　　　補助金等支出                  1,692,714,927

　　　社会保障給付支出                    192,232,442

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        406,944

　業務収入                  4,657,837,642

　　税収等収入                  2,939,935,239

　　国県等補助金収入                  1,163,260,983

　　使用料及び手数料収入                    204,879,741

　　その他の収入                    349,761,679

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                    828,957,912

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    929,388,302

　　公共施設等整備費支出                    740,303,472

　　基金積立金支出                    187,890,830

　　投資及び出資金支出                      1,194,000

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    212,339,498

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    209,186,748

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      3,152,750

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △717,048,804

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    662,573,537

　　地方債等償還支出                    662,573,537

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    529,932,000

　　地方債等発行収入                    529,932,000

　　その他の収入                             －

単体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △132,641,537

本年度資金収支額                   △20,732,429

前年度末資金残高                     76,676,785

本年度末資金残高                     55,944,356

前年度末歳計外現金残高                     23,994,541

本年度歳計外現金増減額                      1,615,802

本年度末歳計外現金残高                     25,610,343

本年度末現金預金残高                     81,554,699

単体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額


