
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 15,301,511 固定負債 2,905,242
有形固定資産 13,569,635 地方債 2,516,480

事業用資産 5,027,931 長期未払金 96,339
土地 3,891,021 退職手当引当金 234,020
立木竹 -                           損失補償等引当金 31,652
建物 2,305,312 その他 26,751
建物減価償却累計額 △ 1,201,274 流動負債 883,668
工作物 33,286 1年内償還予定地方債 814,395
工作物減価償却累計額 △ 23,104 未払金 9,777
船舶 1,823 未払費用 -                            
船舶減価償却累計額 △ 1,823 前受金 -                            
浮標等 626 前受収益 -                            
浮標等減価償却累計額 △ 608 賞与等引当金 21,144
航空機 1,973 預り金 31,318
航空機減価償却累計額 △ 1,973 その他 7,035
その他 -                           3,788,910
その他減価償却累計額 -                           【純資産の部】
建設仮勘定 22,672 固定資産等形成分 16,038,234

インフラ資産 8,467,350 余剰分（不足分） △ 3,664,293
土地 7,415,887
建物 53,550
建物減価償却累計額 △ 34,714
工作物 2,031,229
工作物減価償却累計額 △ 1,141,374
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 142,771

物品 116,155
物品減価償却累計額 △ 41,801

無形固定資産 8,941
ソフトウェア 7,939
その他 1,001

投資その他の資産 1,722,936
投資及び出資金 1,035,390

有価証券 265,387
出資金 246,220
その他 523,784

投資損失引当金 △ 84,548
長期延滞債権 19,107
長期貸付金 149,494
基金 648,120

減債基金 555,369
その他 92,751

その他 9,531
徴収不能引当金 △ 54,158

流動資産 861,340
現金預金 53,943
未収金 5,801
短期貸付金 4,352
基金 732,371

財政調整基金 163,020
減債基金 569,350

棚卸資産 67,959
その他 -                           
徴収不能引当金 △ 3,087

12,373,941

16,162,851 16,162,851

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

一般会計等

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：百万円）

経常費用 1,384,476

業務費用 591,035

人件費 299,152

職員給与費 264,938

賞与等引当金繰入額 20,549

退職手当引当金繰入額 4,067

その他 9,597

物件費等 260,889

物件費 130,238

維持補修費 34,310

減価償却費 96,174

その他 167

その他の業務費用 30,994

支払利息 32,201

徴収不能引当金繰入額 △ 1,286

その他 79

移転費用 793,442

補助金等 127,897

社会保障給付 539,705

他会計への繰出金 123,007

その他 2,832

経常収益 149,513

使用料及び手数料 67,275

その他 82,238

純経常行政コスト 1,234,963

臨時損失 122,992

災害復旧事業費 -                           

資産除売却損 30,522

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 △ 1,494

その他 93,964

臨時利益 13,153

資産売却益 5,623

その他 7,530

純行政コスト 1,344,801
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

一般会計等

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目



(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 12,317,125 15,534,739 △ 3,217,614

純行政コスト（△） △ 1,344,801 △ 1,344,801

財源 1,356,195 1,356,195

税収等 882,428 882,428

国県等補助金 473,767 473,767

本年度差額 11,393 11,393

固定資産等の変動（内部変動） 458,072 △ 458,072

有形固定資産等の増加 43,506 △ 43,506

有形固定資産等の減少 △ 131,953 131,953

貸付金・基金等の増加 779,998 △ 779,998

貸付金・基金等の減少 △ 233,480 233,480

資産評価差額 -                          -                        

無償所管換等 45,423 45,423

その他 -                          - -                          

本年度純資産変動額 56,816 503,495 △ 446,679

本年度末純資産残高 12,373,941 16,038,234 △ 3,664,293

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

一般会計等

純資産変動計算書
自　　平成29年4月1日

至　　平成30年3月31日

科目 合計



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,313,778
業務費用支出 503,250

人件費支出 305,290
物件費等支出 165,759
支払利息支出 32,201
その他の支出 -                             

移転費用支出 810,528
補助金等支出 128,384
社会保障給付支出 539,705
他会計への繰出支出 123,007
その他の支出 19,432

業務収入 1,466,274
税収等収入 881,716
国県等補助金収入 435,937
使用料及び手数料収入 67,364
その他の収入 81,257

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 152,496
【投資活動収支】

投資活動支出 823,294
公共施設等整備費支出 43,295
基金積立金支出 769,099
投資及び出資金支出 2,673
貸付金支出 8,186
その他の支出 39

投資活動収入 282,189
国県等補助金収入 37,829
基金取崩収入 201,805
貸付金元金回収収入 10,497
資産売却収入 10,880
その他の収入 21,178

投資活動収支 △ 541,105
【財務活動収支】

財務活動支出 501,589
地方債等償還支出 311,766
その他の支出 189,823

財務活動収入 890,223
地方債等発行収入 226,700
その他の収入 663,523

財務活動収支 388,634
24

1,966
1,991

前年度末歳計外現金残高 48,022
本年度歳計外現金増減額 3,931
本年度末歳計外現金残高 51,952
本年度末現金預金残高 53,943
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

一般会計等

資金収支計算書
自　　平成29年4月1日

至　　平成30年3月31日

科目


