
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 38,724   固定負債 4,488

    有形固定資産 32,439     地方債 4,001

      事業用資産 23,137     長期未払金 -

        土地 1,026     退職手当引当金 488

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 31,146     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,101   流動負債 1,316

        工作物 4,307     １年内償還予定地方債 589

        工作物減価償却累計額 -1,473     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        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 101

        航空機 -     預り金 626

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,805

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,232   固定資産等形成分 46,976

      インフラ資産 8,020   余剰分（不足分） -4,777

        土地 1,510

        建物 1,291

        建物減価償却累計額 -1,065

        工作物 36,980

        工作物減価償却累計額 -30,696

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,573

      物品減価償却累計額 -2,292

    無形固定資産 93

      ソフトウェア 93

      その他 -

    投資その他の資産 6,193

      投資及び出資金 1,213

        有価証券 4

        出資金 554

        その他 655

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 75

      長期貸付金 383

      基金 4,528

        減債基金 1,456

        その他 3,072

      その他 -

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 9,280

    現金預金 1,007

    未収金 20

    短期貸付金 2

    基金 8,251

      財政調整基金 7,580

      減債基金 670

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0 純資産合計 42,199

資産合計 48,004 負債及び純資産合計 48,004

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 10,451

    その他 -

  臨時利益 14

    資産売却益 14

    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 -

純経常行政コスト 10,458

  臨時損失 7

    災害復旧事業費 7

  経常収益 330

    使用料及び手数料 149

    その他 181

      社会保障給付 567

      他会計への繰出金 892

      その他 11

        その他 49

    移転費用 3,539

      補助金等 2,069

      その他の業務費用 123

        支払利息 68

        徴収不能引当金繰入額 7

        維持補修費 1,033

        減価償却費 2,125

        その他 -

        その他 228

      物件費等 6,047

        物件費 2,888

        職員給与費 1,680

        賞与等引当金繰入額 9

        退職手当引当金繰入額 -837

  経常費用 10,788

    業務費用 7,250

      人件費 1,080

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 39,526 45,947 -6,421

  純行政コスト（△） -10,451 -10,451

  財源 13,124 13,124

    税収等 8,995 8,995

    国県等補助金 4,130 4,130

  本年度差額 2,674 2,674

  固定資産等の変動（内部変動） 1,030 -1,030

    有形固定資産等の増加 2,807 -2,807

    有形固定資産等の減少 -2,348 2,348

    貸付金・基金等の増加 2,582 -2,582

    貸付金・基金等の減少 -2,012 2,012

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,673 1,030 1,644

本年度末純資産残高 42,199 46,976 -4,777

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 1,113

本年度歳計外現金増減額 -486

本年度末歳計外現金残高 626

本年度末現金預金残高 1,007

    その他の収入 -

財務活動収支 -661

本年度資金収支額 155

前年度末資金残高 226

本年度末資金残高 381

  財務活動支出 661

    地方債償還支出 661

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 114

    資産売却収入 14

    その他の収入 -

投資活動収支 -471

【財務活動収支】

    貸付金支出 111

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,888

    国県等補助金収入 2,675

    基金取崩収入 1,085

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,359

    公共施設等整備費支出 2,585

    基金積立金支出 1,542

    投資及び出資金支出 121

  臨時支出 7

    災害復旧事業費支出 7

    その他の支出 -

  臨時収入 44

業務活動収支 1,287

  業務収入 10,734

    税収等収入 8,995

    国県等補助金収入 1,411

    使用料及び手数料収入 148

    その他の収入 180

    移転費用支出 3,539

      補助金等支出 2,069

      社会保障給付支出 567

      他会計への繰出支出 892

      その他の支出 11

    業務費用支出 5,946

      人件費支出 1,908

      物件費等支出 3,921

      支払利息支出 68

      その他の支出 49

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,484


