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

　固定資産      18,073,426,628 　固定負債       3,311,133,000

　　有形固定資産      17,147,543,943 　　地方債等       2,426,283,950

　　　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         870,880,000

　　　　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         517,765,386

　　　　工作物          10,178,460 　　1年内償還予定地方債等         463,169,820

　　　　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          42,929,616

　　　　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       3,828,898,386

　　　　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      18,774,780,022

　　　インフラ資産      10,941,558,436 　余剰分（不足分）     △3,786,064,857

　　　　土地           5,446,445 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         533,312,600

　　　　建物減価償却累計額       △321,638,541

　　　　工作物      32,459,337,051

　　　　工作物減価償却累計額    △21,793,651,119

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          58,752,000

　　　物品         498,224,946

　　　物品減価償却累計額       △386,734,297

　　無形固定資産          87,524,212

　　　ソフトウェア          16,413,012

　　　その他          71,111,200

　　投資その他の資産         838,358,473

　　　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           5,519,964

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         441,730,302

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         441,730,302

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金           △393,870

　流動資産         744,186,923

　　現金預金          40,018,913

　　未収金           2,814,616

　　短期貸付金                  －

　　基金         701,353,394

　　　財政調整基金         500,547,092

　　　減債基金         200,806,302

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      14,988,715,165

資産合計      18,817,613,551 負債及び純資産合計      18,817,613,551

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  3,596,680,482

　業務費用                  2,471,586,189

　　人件費                    564,703,950

　　　職員給与費                    479,531,262

　　　賞与等引当金繰入額                     42,929,616

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     42,243,072

　　物件費等                  1,887,775,388

　　　物件費                    681,498,553

　　　維持補修費                    198,331,200

　　　減価償却費                  1,007,945,635

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     19,106,851

　　　支払利息                     17,177,298

　　　徴収不能引当金繰入額                        393,870

　　　その他                      1,535,683

　移転費用                  1,125,094,293

　　補助金等                    635,605,912

　　社会保障給付                    192,232,442

　　他会計への繰出金                    296,883,195

　　その他                        372,744

経常収益                    119,717,878

　使用料及び手数料                     63,233,477

　その他                     56,484,401

純経常行政コスト                  3,476,962,604

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                  3,473,809,858

普通会計行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



19,583,537,077 △3,957,890,71015,625,646,367前年度末純資産残高

△3,473,809,858△3,473,809,858　純行政コスト（△）

2,954,702,2972,954,702,297　財源

2,311,269,2922,311,269,292　　税収等

643,433,005643,433,005　　国県等補助金

△519,107,561△519,107,561　本年度差額

△690,933,414 690,933,414　固定資産等の変動（内部変動）

405,110,272 △405,110,272　　有形固定資産等の増加

△1,032,213,239 1,032,213,239　　有形固定資産等の減少

145,356,301 △145,356,301　　貸付金・基金等の増加

△209,186,748 209,186,748　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

△117,823,641△117,823,641　無償所管換等

－ －－　その他

△808,757,055 171,825,853△636,931,202　本年度純資産変動額

18,774,780,022 △3,786,064,85714,988,715,165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

普通会計純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

一般会計等

至 平成30年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,588,083,627

　　業務費用支出                  1,462,989,334

　　　人件費支出                    564,458,655

　　　物件費等支出                    879,829,753

　　　支払利息支出                     17,165,243

　　　その他の支出                      1,535,683

　　移転費用支出                  1,125,094,293

　　　補助金等支出                    635,605,912

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

　　　他会計への繰出支出                    296,883,195

　　　その他の支出                        372,744

　業務収入                  3,046,242,999

　　税収等収入                  2,310,390,098

　　国県等補助金収入                    643,433,005

　　使用料及び手数料収入                     63,416,777

　　その他の収入                     29,003,119

　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                    458,159,372

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    523,893,741

　　公共施設等整備費支出                    380,842,672

　　基金積立金支出                    141,857,069

　　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                  △311,554,243

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    517,908,372

　　地方債等償還支出                    517,908,372

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    334,832,000

　　地方債等発行収入                    334,832,000

　　その他の収入                             －

普通会計資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △183,076,372

本年度資金収支額                   △36,471,243

前年度末資金残高                     50,879,813

本年度末資金残高                     14,408,570

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                     40,018,913

普通会計資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額


