
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,342,039 固定負債 1,222,359

有形固定資産 1,213,762 地方債等 1,045,803
事業用資産 390,457 長期未払金 35,662

土地 202,118 退職手当引当金 134,361
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 3,205
立木竹 16,376 その他 3,327
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 98,188
建物 395,543 1年内償還予定地方債等 73,397
建物減価償却累計額 △ 231,063 未払金 6,836
建物減損損失累計額 - 未払費用 2,010
工作物 19,834 前受金 40
工作物減価償却累計額 △ 16,711 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 12,170
船舶 2,091 預り金 2,493
船舶減価償却累計額 △ 1,774 その他 1,242
船舶減損損失累計額 - 1,320,547
浮標等 283 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 △ 215 固定資産等形成分 1,366,913
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,283,752
航空機 1,082
航空機減価償却累計額 △ 1,081
航空機減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 3,975

インフラ資産 799,425
土地 39,281
土地減損損失累計額 -
建物 9,264
建物減価償却累計額 △ 4,254
建物減損損失累計額 -
工作物 1,299,660
工作物減価償却累計額 △ 582,026
工作物減損損失累計額 -
その他 1
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 37,500

物品 77,954
物品減価償却累計額 △ 54,074
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 1,695
ソフトウェア 1,051
その他 644

投資その他の資産 126,581
投資及び出資金 54,843

有価証券 1,962
出資金 52,871
その他 10

投資損失引当金 △ 11,583
長期延滞債権 6,210
長期貸付金 32,341
基金 45,066

減債基金 7,000
その他 38,066

その他 88
徴収不能引当金 △ 383

流動資産 61,668
現金預金 29,652
未収金 6,060
短期貸付金 1,290
基金 23,584

財政調整基金 15,595
減債基金 7,989

棚卸資産 92
その他 1,173
徴収不能引当金 △ 183

繰延資産 - 83,160

1,403,707 1,403,707
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

負債合計

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 金額 科目 金額



全体行政コスト計算書　（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：百万円）

経常費用 482,497

業務費用 321,050

人件費 172,435

職員給与費 149,814

賞与等引当金繰入額 12,156

退職手当引当金繰入額 6,110

その他 4,356

物件費等 133,958

物件費 39,767

維持補修費 21,405

減価償却費 38,244

その他 34,542

その他の業務費用 14,656

支払利息 9,624

徴収不能引当金繰入額 380

その他 4,652

移転費用 161,448

補助金等 148,936

社会保障給付 9,308

他会計への繰出金 2,865

その他 339

経常収益 84,044

使用料及び手数料 30,102

その他 53,942

純経常行政コスト △ 398,453

臨時損失 3,657

災害復旧事業費 880

資産除売却損 1,560

投資損失引当金繰入額 670

損失補償等引当金繰入額 252

その他 295

臨時利益 1,547

資産売却益 905

その他 642

純行政コスト △ 400,563

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書　（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（単位：百万円）      

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

科目 金額

前年度末純資産残高 80,571 1,364,754 △ 1,284,183

純行政コスト（△） △ 400,563 △ 400,563

財源 390,217 390,217

税収等 330,562 330,562

国県等補助金 59,656 59,656

本年度差額 △ 10,346 △ 10,346

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 △ 5

無償所管換等 8,853

その他 4,086

本年度純資産変動額 2,589 2,159 430

本年度末純資産残高 83,160 1,366,913 △ 1,283,752

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全体資金収支計算書　（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 476,543

業務費用支出 315,049
人件費支出 182,074
物件費等支出 95,325
支払利息支出 10,913
その他の支出 26,738

移転費用支出 161,493
補助金等支出 148,982
社会保障給付支出 9,308
他会計への繰出支出 2,865
その他の支出 339

業務収入 488,280
税収等収入 355,562
国県等補助金収入 49,340
使用料及び手数料収入 30,346
その他の収入 53,032

臨時支出 1,703
災害復旧事業費支出 880
その他の支出 823

臨時収入 238
業務活動収支 10,272
【投資活動収支】

投資活動支出 48,038
公共施設等整備費支出 24,445
基金積立金支出 6,873
投資及び出資金支出 671
貸付金支出 16,049
その他の支出 -

投資活動収入 33,996
国県等補助金収入 9,997
基金取崩収入 5,736
貸付金元金回収収入 16,970
資産売却収入 959
その他の収入 333

投資活動収支 △ 14,042
【財務活動収支】

財務活動支出 128,748
地方債償還支出 127,384
その他の支出 1,363

財務活動収入 132,926
地方債発行収入 132,926
その他の収入 -

財務活動収支 4,178
408

26,946
27,354

前年度末歳計外現金残高 2,898
本年度歳計外現金増減額 △ 599
本年度末歳計外現金残高 2,298
本年度末現金預金残高 29,652
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額

- 80 -


