
【様式第1号】

（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 53,393   固定負債 15,261

    有形固定資産 50,446     地方債 14,220

      事業用資産 27,215     長期未払金 -

        土地 5,665     退職手当引当金 1,033

        立木竹 5,780     損失補償等引当金 8

        建物 25,828     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 12,419   流動負債 2,260

        工作物 2,882     １年内償還予定地方債 1,973

        工作物減価償却累計額 △ 728     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 154

        航空機 -     預り金 132

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,521

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 207   固定資産等形成分 57,547

      インフラ資産 21,559   余剰分（不足分） △ 15,596

        土地 798

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 61,994

        工作物減価償却累計額 △ 41,234

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,257

      物品減価償却累計額 △ 2,585

    無形固定資産 100

      ソフトウェア 100

      その他 -

    投資その他の資産 2,847

      投資及び出資金 178

        有価証券 69

        出資金 108

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17

      長期貸付金 316

      基金 2,338

        減債基金 -

        その他 2,338

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 1

  流動資産 6,080

    現金預金 1,921

    未収金 4

    短期貸付金 -

    基金 4,154

      財政調整基金 1,197

      減債基金 2,957

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 0 純資産合計 41,951

資産合計 59,473 負債及び純資産合計 59,473

一般会計等貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他

純行政コスト 19,821

    その他 3

  臨時利益 30

    資産売却益 30

    資産除売却損 54

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 5

純経常行政コスト 14,978

  臨時損失 4,873

    災害復旧事業費 4,811

  経常収益 470

    使用料及び手数料 68

    その他 402

      社会保障給付 558

      他会計への繰出金 675

      その他 3

        その他 353

    移転費用 7,016

      補助金等 5,779

      その他の業務費用 383

        支払利息 29

        徴収不能引当金繰入額 1

        維持補修費 919

        減価償却費 2,257

        その他 -

        その他 110

      物件費等 6,864

        物件費 3,688

        職員給与費 990

        賞与等引当金繰入額 154

        退職手当引当金繰入額 △ 69

  経常費用 15,448

    業務費用 8,432

      人件費 1,185

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

科目名 金額



【様式第3号】

（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 46,562 58,544 △ 11,983

  純行政コスト（△） △ 19,821 △ 19,821

  財源 15,170 15,170

    税収等 6,608 6,608

    国県等補助金 8,562 8,562

  本年度差額 △ 4,651 △ 4,651

  固定資産等の変動（内部変動） - △ 1,038 1,038

    有形固定資産等の増加 - 1,743 △ 1,743

    有形固定資産等の減少 - △ 2,514 2,514

    貸付金・基金等の増加 - 515 △ 515

    貸付金・基金等の減少 - △ 782 782

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 0 0

  その他 42 42

  本年度純資産変動額 △ 4,610 △ 997 △ 3,613

本年度末純資産残高 41,951 57,547 △ 15,596

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



【様式第4号】

（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 121

本年度歳計外現金増減額 12

本年度末歳計外現金残高 132

本年度末現金預金残高 1,921

    その他の収入 -

財務活動収支 2,037

本年度資金収支額 △ 1,621

前年度末資金残高 3,410

本年度末資金残高 1,789

  財務活動支出 1,377

    地方債償還支出 1,377

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,414

    地方債発行収入 3,414

    貸付金元金回収収入 125

    資産売却収入 30

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 894

【財務活動収支】

    貸付金支出 105

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,107

    国県等補助金収入 298

    基金取崩収入 654

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,001

    公共施設等整備費支出 1,486

    基金積立金支出 410

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,865

    災害復旧事業費支出 4,811

    その他の支出 54

  臨時収入 4,450

業務活動収支 △ 2,764

  業務収入 10,891

    税収等収入 6,608

    国県等補助金収入 3,814

    使用料及び手数料収入 68

    その他の収入 401

    移転費用支出 7,016

      補助金等支出 5,779

      社会保障給付支出 558

      他会計への繰出支出 675

      その他の支出 3

    業務費用支出 6,224

      人件費支出 1,236

      物件費等支出 4,607

      支払利息支出 29

      その他の支出 351

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,240



【様式第1号】

（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 54,639   固定負債 18,282

    有形固定資産 51,664     地方債 17,066

      事業用資産 28,181     長期未払金 -

        土地 5,950     退職手当引当金 1,208

        立木竹 5,780     損失補償等引当金 8

        建物 28,022     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 13,934   流動負債 2,554

        工作物 2,930     １年内償還予定地方債 2,246

        工作物減価償却累計額 △ 775     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 176

        航空機 -     預り金 132

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 20,837

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 207   固定資産等形成分 58,899

      インフラ資産 21,808   余剰分（不足分） △ 18,781

        土地 1,011

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 62,146

        工作物減価償却累計額 △ 41,349

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,353

      物品減価償却累計額 △ 2,677

    無形固定資産 103

      ソフトウェア 103

      その他 -

    投資その他の資産 2,871

      投資及び出資金 184

        有価証券 70

        出資金 114

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 28

      長期貸付金 316

      基金 2,346

        減債基金 -

        その他 2,346

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 6,316

    現金預金 2,046

    未収金 11

    短期貸付金 -

    基金 4,260

      財政調整基金 1,303

      減債基金 2,957

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 1 純資産合計 40,118

資産合計 60,955 負債及び純資産合計 60,955

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 18,584

    業務費用 9,239

      人件費 1,333

        職員給与費 1,105

        賞与等引当金繰入額 176

        退職手当引当金繰入額 △ 66

        その他 118

      物件費等 7,439

        物件費 3,926

        維持補修費 1,195

        減価償却費 2,318

        その他 -

      その他の業務費用 467

        支払利息 67

        徴収不能引当金繰入額 2

        その他 398

    移転費用 9,345

      補助金等 8,779

      社会保障給付 560

      他会計への繰出金 -

      その他 7

  経常収益 871

    使用料及び手数料 263

    その他 608

純経常行政コスト 17,713

  臨時損失 4,989

    災害復旧事業費 4,927

    資産除売却損 54

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 5

    その他 -

純行政コスト 22,672

    その他 3

  臨時利益 30

    資産売却益 30



【様式第3号】

（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 44,699 59,915 △ 15,216

  純行政コスト（△） △ 22,672 △ 22,672

  財源 18,048 18,048

    税収等 8,184 8,184

    国県等補助金 9,864 9,864

  本年度差額 △ 4,624 △ 4,624

  固定資産等の変動（内部変動） - △ 1,059 1,059

    有形固定資産等の増加 - 1,743 △ 1,743

    有形固定資産等の減少 - △ 2,575 2,575

    貸付金・基金等の増加 - 563 △ 563

    貸付金・基金等の減少 - △ 790 790

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 0 0

  その他 44 44

  本年度純資産変動額 △ 4,581 △ 1,016 △ 3,565

本年度末純資産残高 40,118 58,899 △ 18,781

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



【様式第4号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,309

    業務費用支出 6,964

      人件費支出 1,381

      物件費等支出 5,121

      支払利息支出 67

      その他の支出 395

    移転費用支出 9,345

      補助金等支出 8,779

      社会保障給付支出 560

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 7

  業務収入 14,176

    税収等収入 8,193

    国県等補助金収入 5,107

    使用料及び手数料収入 268

    その他の収入 607

  臨時支出 4,981

    災害復旧事業費支出 4,927

    その他の支出 54

  臨時収入 4,459

業務活動収支 △ 2,656

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,049

    公共施設等整備費支出 1,486

    基金積立金支出 458

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 105

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,115

    国県等補助金収入 298

    基金取崩収入 662

    貸付金元金回収収入 125

    資産売却収入 30

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 934

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,630

    地方債償還支出 1,630

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,557

    地方債発行収入 3,557

前年度末歳計外現金残高 121

本年度歳計外現金増減額 12

本年度末歳計外現金残高 132

本年度末現金預金残高 2,046

    その他の収入 -

財務活動収支 1,926

本年度資金収支額 △ 1,663

前年度末資金残高 3,577

本年度末資金残高 1,913



【様式第1号】

（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 58,174   固定負債 18,630

    有形固定資産 54,355     地方債 17,202

      事業用資産 30,567     長期未払金 -

        土地 7,179     退職手当引当金 1,406

        立木竹 5,780     損失補償等引当金 8

        建物 29,105     その他 14

        建物減価償却累計額 △ 14,409   流動負債 3,212

        工作物 3,917     １年内償還予定地方債 2,851

        工作物減価償却累計額 △ 1,226     未払金 38

        船舶 0     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 △ 0     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 189

        航空機 -     預り金 134

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 15 負債合計 21,842

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 207   固定資産等形成分 62,434

      インフラ資産 21,808   余剰分（不足分） △ 19,364

        土地 1,011 　他団体等出資等分 69

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 62,146

        工作物減価償却累計額 △ 41,349

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,954

      物品減価償却累計額 △ 2,974

    無形固定資産 103

      ソフトウェア 103

      その他 -

    投資その他の資産 3,716

      投資及び出資金 780

        有価証券 24

        出資金 757

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 28

      長期貸付金 316

      基金 2,593

        減債基金 -

        その他 2,593

      その他 0

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 6,806

    現金預金 2,493

    未収金 22

    短期貸付金 -

    基金 4,260

      財政調整基金 1,303

      減債基金 2,957

    棚卸資産 21

    その他 12

    徴収不能引当金 △ 1 純資産合計 43,139

資産合計 64,980 負債及び純資産合計 64,980

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 1,344

純行政コスト 23,804

    その他 2,760

  臨時利益 1,374

    資産売却益 30

    資産除売却損 73

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 5

純経常行政コスト 17,412

  臨時損失 7,765

    災害復旧事業費 4,927

  経常収益 1,004

    使用料及び手数料 272

    その他 733

      社会保障給付 2,007

      他会計への繰出金 -

      その他 7

        その他 494

    移転費用 8,481

      補助金等 6,467

      その他の業務費用 567

        支払利息 72

        徴収不能引当金繰入額 2

        維持補修費 1,196

        減価償却費 2,419

        その他 156

        その他 133

      物件費等 7,786

        物件費 4,015

        職員給与費 1,326

        賞与等引当金繰入額 189

        退職手当引当金繰入額 △ 66

  経常費用 18,416

    業務費用 9,935

      人件費 1,582

連結行政コスト計算書
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】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 47,638 62,732 △ 15,167 73,484,691

  純行政コスト（△） △ 23,804 △ 23,792 △ 11,189,515

  財源 19,132 19,125 6,666,666

    税収等 8,595 8,595

    国県等補助金 10,536 10,530 6,666,666

  本年度差額 △ 4,672 △ 4,667 △ 5

  固定資産等の変動（内部変動） - △ 342 342

    有形固定資産等の増加 - 2,422 △ 2,422

    有形固定資産等の減少 - △ 2,708 2,708

    貸付金・基金等の増加 - 734 △ 734

    貸付金・基金等の減少 - △ 791 791

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 0 0

　他団体出資等分の増加

　他団体出資等分の増加

  比例連結割合変更に伴う差額 157 157

  その他 16 45 △ 29

  本年度純資産変動額 △ 4,500 △ 299 △ 4,197 △ 4,522,849

本年度末純資産残高 43,139 62,434 △ 19,364 68,961,842

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 121

本年度歳計外現金増減額 12

本年度末歳計外現金残高 133

本年度末現金預金残高 2,493

    その他の収入

財務活動収支 2,612

本年度資金収支額 △ 1,326

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 2,360

前年度末資金残高 3,685

  財務活動支出 1,645

    地方債償還支出 1,640

    その他の支出 5

  財務活動収入 4,257

    地方債発行収入 4,257

    貸付金元金回収収入 115

    資産売却収入 31

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,430

【財務活動収支】

    貸付金支出 95

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,107

    国県等補助金収入 298

    基金取崩収入 662

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,537

    公共施設等整備費支出 1,984

    基金積立金支出 458

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,981

    災害復旧事業費支出 4,927

    その他の支出 54

  臨時収入 3,220

業務活動収支 △ 2,509

  業務収入 15,271

    税収等収入 8,495

    国県等補助金収入 5,768

    使用料及び手数料収入 277

    その他の収入 732

    移転費用支出 8,481

      補助金等支出 6,467

      社会保障給付支出 2,007

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 7

    業務費用支出 7,539

      人件費支出 1,635

      物件費等支出 5,351

      支払利息支出 72

      その他の支出 481

連結資金収支計算書
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 16,020


