
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,677,681 ※ 固定負債 1,902,082 ※

有形固定資産 2,029,698 ※ 地方債等 1,529,717
事業用資産 518,832 長期未払金 12,452

土地 193,352 退職手当引当金 193,102
土地減損損失累計額 △ 25 損失補償等引当金 9
立木竹 27,629 その他 166,801
立木竹減損損失累計額 △ 15,973 流動負債 254,449
建物 622,075 1年内償還予定地方債等 205,054
建物減価償却累計額 △ 351,963 未払金 14,733
建物減損損失累計額 △ 223 未払費用 332
工作物 44,241 前受金 7,412
工作物減価償却累計額 △ 27,465 前受収益 1,621
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 16,897
船舶 5,777 預り金 4,530
船舶減価償却累計額 △ 4,315 その他 3,870
浮標等 55 2,156,531
浮標等減価償却累計額 △ 35 【純資産の部】
航空機 0 固定資産等形成分 2,721,948 ※

航空機減価償却累計額 0 余剰分（不足分） △ 1,927,895 ※

その他 33 他団体出資等分 7,629
その他減価償却累計額 △ 3
建設仮勘定 25,672

インフラ資産 1,470,838 ※

土地 329,625
建物 83,446
建物減価償却累計額 △ 40,097
工作物 1,708,256
工作物減価償却累計額 △ 833,641
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 223,248

物品 170,732
物品減価償却累計額 △ 130,703
物品減損損失累計額 △ 1

無形固定資産 63,399
ソフトウェア 2,694
その他 60,705

投資その他の資産 584,584
投資及び出資金 43,248

有価証券 35,274
出資金 7,973
その他 1

長期延滞債権 6,634
長期貸付金 56,202
基金 383,576

減債基金 91,318
その他 292,258

その他 99,225
徴収不能引当金 △ 4,301

流動資産 280,521 ※

現金預金 195,321
未収金 9,303
短期貸付金 1,158
基金 43,109 ※

財政調整基金 23,369
減債基金 19,739

棚卸資産 20,626
その他 11,288
徴収不能引当金 △ 285

繰延資産 11 801,682
2,958,213 2,958,213

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 803,012 ※

業務費用 407,715 ※

人件費 232,730
職員給与費 194,910
賞与等引当金繰入額 16,890
退職手当引当金繰入額 17,126
その他 3,804

物件費等 150,163 ※

物件費 67,749
維持補修費 12,101
減価償却費 66,703
その他 3,611

その他の業務費用 24,822
支払利息 11,089
徴収不能引当金繰入額 1,228
その他 12,505

移転費用 395,296 ※

補助金等 377,976
社会保障給付 14,378
他会計への繰出金 2,238
その他 705

経常収益 90,126
使用料及び手数料 36,915
その他 53,211

純経常行政コスト △ 712,885 ※

臨時損失 134,809
災害復旧事業費 118,523
資産除売却損 15,771
損失補償等引当金繰入額 0
その他 515

臨時利益 39,206
資産売却益 641
その他 38,565

純行政コスト △ 808,488

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 732,709 ※ 2,825,905 △ 2,100,868 7,673

純行政コスト（△） △ 808,488 △ 807,889 △ 599

財源 873,349 ※ 872,710 639 ※

税収等 583,108 583,039 69

国県等補助金 290,241 ※ 289,671 569

本年度差額 64,860 ※ 64,821 39 ※

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 1,621 -

無償所管換等 3,088 -

他団体出資等分の増加 81 81

他団体出資等分の減少 △ 50 △ 50

比例連結割合変更に伴う差額 △ 114 △ 114

その他 △ 515 - -

本年度純資産変動額 68,973 ※ △ 103,956 ※ 172,973 △ 43 ※

本年度末純資産残高 801,682 2,721,948 △ 1,927,895 7,629 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
△ 6,488
198,455

△ 53
191,914

前年度末歳計外現金残高 3,855
本年度歳計外現金増減額 △ 448
本年度末歳計外現金残高 3,407
本年度末現金預金残高 195,321

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額

省略


