
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 17,707,051 固定負債 3,716,945
有形固定資産 16,379,277 地方債等 3,248,982

事業用資産 6,257,479 長期未払金 100,208
土地 4,021,878 退職手当引当金 261,819
土地減損損失累計額 △ 2,325 損失補償等引当金 31,652
立木竹 -                           その他 74,284
建物 2,600,452 流動負債 1,630,184
建物減価償却累計額 △ 1,370,144 1年内償還予定地方債等 1,344,059
建物減損損失累計額 △ 292 未払金 205,862
工作物 1,809,422 未払費用 1
工作物減価償却累計額 △ 845,967 前受金 11,755
船舶 2,880 前受収益 -                            
船舶減価償却累計額 △ 2,880 賞与等引当金 23,764
浮標等 626 預り金 36,978
浮標等減価償却累計額 △ 608 その他 7,764
航空機 1,973 5,347,129
航空機減価償却累計額 △ 1,973 【純資産の部】
その他 -                           固定資産等形成分 18,443,872
その他減価償却累計額 -                           余剰分（不足分） △ 4,696,406
建設仮勘定 44,437

インフラ資産 9,724,891
土地 7,522,211
建物 206,723
建物減価償却累計額 △ 118,659
工作物 3,900,408
工作物減価償却累計額 △ 2,002,258
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 216,464

物品 1,174,468
物品減価償却累計額 △ 777,561
物品減損損失累計額 -                           

無形固定資産 37,355
ソフトウェア 11,923
その他 25,431

投資その他の資産 1,290,420
投資及び出資金 539,137

有価証券 292,242
出資金 246,895
その他 -                           

投資損失引当金 △ 40,169
長期延滞債権 36,683
長期貸付金 136,316
基金 664,506

減債基金 555,434
その他 109,072

その他 17,624
徴収不能引当金 △ 63,677

流動資産 1,387,544
現金預金 354,348
未収金 30,132
短期貸付金 4,400
基金 732,421

財政調整基金 163,020
減債基金 569,400

棚卸資産 261,995
その他 7,475
徴収不能引当金 △ 3,227

13,747,466

19,094,595 19,094,595

※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

全体

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 2,173,666

業務費用 890,705

人件費 372,299

職員給与費 334,996

賞与等引当金繰入額 22,129

退職手当引当金繰入額 4,883

その他 10,291

物件費等 462,927

物件費 202,350

維持補修費 50,184

減価償却費 203,710

その他 6,683

その他の業務費用 55,480

支払利息 52,912

徴収不能引当金繰入額 2,302

その他 265

移転費用 1,282,961

補助金等 739,806

社会保障給付 539,886

他会計への繰出金 -                           

その他 3,269

経常収益 463,243

使用料及び手数料 349,867

その他 113,377

純経常行政コスト 1,710,423

臨時損失 157,580

災害復旧事業費 -                           

資産除売却損 40,613

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 118,461

臨時利益 25,879

資産売却益 11,847

その他 14,031

純行政コスト 1,842,124
※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

全体

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 13,646,518 17,979,748 △ 4,333,230

純行政コスト（△） △ 1,842,124 △ 1,842,124

財源 1,917,816 1,917,816

税収等 1,229,730 1,229,730

国県等補助金 688,086 688,086

本年度差額 75,692 75,692

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 -                     

無償所管換等 24,714

その他 543

本年度純資産変動額 100,949 464,124 △ 363,175

本年度末純資産残高 13,747,466 18,443,872 △ 4,696,406

※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

全体

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 1,993,008
業務費用支出 691,618

人件費支出 401,621
物件費等支出 211,793
支払利息支出 59,016
その他の支出 19,188

移転費用支出 1,301,389
補助金等支出 738,743
社会保障給付支出 539,886
他会計への繰出支出 -                             
その他の支出 22,760

業務収入 2,326,482
税収等収入 1,221,979
国県等補助金収入 639,447
使用料及び手数料収入 347,384
その他の収入 117,671

臨時支出 1,117
災害復旧事業費支出 -                             
その他の支出 1,117

臨時収入 -                             
業務活動収支 332,356
【投資活動収支】

投資活動支出 924,412
公共施設等整備費支出 143,366
基金積立金支出 770,406
投資及び出資金支出 1,739
貸付金支出 8,186
その他の支出 715

投資活動収入 325,529
国県等補助金収入 49,048
基金取崩収入 226,872
貸付金元金回収収入 10,547
資産売却収入 11,468
その他の収入 27,593

投資活動収支 △ 598,883
【財務活動収支】

財務活動支出 921,412
地方債等償還支出 915,605
その他の支出 5,808

財務活動収入 1,225,101
地方債等発行収入 291,076
その他の収入 934,025

財務活動収支 303,689
37,162

265,234
302,396

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 354,348
※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

全体

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


