
【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 75,614   固定負債 9,717

    有形固定資産 37,187     地方債 5,494

      事業用資産 29,272     長期未払金 3,192

        土地 2,828     退職手当引当金 756

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,051     その他 275

        建物減価償却累計額 △ 9,795   流動負債 7,752

        工作物 1,191     １年内償還予定地方債 280

        工作物減価償却累計額 △ 770     未払金 7,286

        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 95

        航空機 -     預り金 91

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,468

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5,767   固定資産等形成分 88,598

      インフラ資産 7,362   余剰分（不足分） △ 17,104

        土地 578

        建物 4

        建物減価償却累計額 △ 2

        工作物 12,787

        工作物減価償却累計額 △ 6,006

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,582

      物品減価償却累計額 △ 1,028

    無形固定資産 49

      ソフトウェア -

      その他 49

    投資その他の資産 38,377

      投資及び出資金 250

        有価証券 76

        出資金 174

        その他 -

      投資損失引当金 △ 27

      長期延滞債権 25

      長期貸付金 508

      基金 37,622

        減債基金 -

        その他 37,622

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 13,348

    現金預金 360

    未収金 4

    短期貸付金 59

    基金 12,925

      財政調整基金 12,909

      減債基金 15

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 0 純資産合計 71,494

資産合計 88,963 負債及び純資産合計 88,963

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）

純行政コスト 46,561

  臨時利益 219

    資産売却益 216

    その他 3

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,236

  臨時損失 22,714

    災害復旧事業費 4,478

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 120

    その他 1,398

純経常行政コスト 24,066

      他会計への繰出金 13,320

      その他 35

  経常収益 1,518

    移転費用 17,813

      補助金等 4,191

      社会保障給付 267

        支払利息 38

        徴収不能引当金繰入額 1

        その他 37

        減価償却費 893

        その他 3

      その他の業務費用 76

      物件費等 6,500

        物件費 914

        維持補修費 4,690

        賞与等引当金繰入額 95

        退職手当引当金繰入額 △ 53

        その他 74

    業務費用 7,771

      人件費 1,195

        職員給与費 1,080

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

  経常費用 25,584



【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 92,831 107,881 △ 15,049

  純行政コスト（△） △ 46,561 △ 46,561

  財源 24,326 24,326

    税収等 10,250 10,250

    国県等補助金 14,076 14,076

  本年度差額 △ 22,235 △ 22,235

  固定資産等の変動（内部変動） △ 20,180 20,180

    有形固定資産等の増加 21 △ 21

    有形固定資産等の減少 △ 893 893

    貸付金・基金等の増加 13,029 △ 13,029

    貸付金・基金等の減少 △ 32,337 32,337

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 898 898 -

  本年度純資産変動額 △ 21,337 △ 19,282 △ 2,055

本年度末純資産残高 71,494 88,598 △ 17,104

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）

本年度末歳計外現金残高 91

本年度末現金預金残高 360

本年度末資金残高 269

前年度末歳計外現金残高 95

本年度歳計外現金増減額 △ 4

財務活動収支 1,373

本年度資金収支額 △ 2,789

前年度末資金残高 3,058

  財務活動収入 1,664

    地方債発行収入 1,664

    その他の収入 -

  財務活動支出 291

    地方債償還支出 277

    その他の支出 14

    その他の収入 -

投資活動収支 19,558

【財務活動収支】

    基金取崩収入 29,388

    貸付金元金回収収入 2,923

    資産売却収入 216

    その他の支出 -

  投資活動収入 32,527

    国県等補助金収入 -

    基金積立金支出 10,050

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 2,898

【投資活動収支】

  投資活動支出 12,969

    公共施設等整備費支出 21

    その他の支出 18,231

  臨時収入 9,353

業務活動収支 △ 23,720

    その他の収入 1,324

  臨時支出 22,709

    災害復旧事業費支出 4,478

    税収等収入 10,232

    国県等補助金収入 4,730

    使用料及び手数料収入 120

      他会計への繰出支出 13,320

      その他の支出 35

  業務収入 16,406

    移転費用支出 17,813

      補助金等支出 4,191

      社会保障給付支出 267

      物件費等支出 7,645

      支払利息支出 38

      その他の支出 27

  業務支出 26,770

    業務費用支出 8,957

      人件費支出 1,246

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】



【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 95,694   固定負債 20,925

    有形固定資産 57,107     地方債 8,633

      事業用資産 40,630     長期未払金 9,321

        土地 2,828     退職手当引当金 756

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,353     その他 2,215

        建物減価償却累計額 △ 9,848   流動負債 22,845

        工作物 1,191     １年内償還予定地方債 445

        工作物減価償却累計額 △ 770     未払金 19,374

        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 105

        航空機 -     預り金 91

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,830

        その他 - 負債合計 43,770

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 16,876   固定資産等形成分 108,704

      インフラ資産 15,917   余剰分（不足分） △ 38,079

        土地 625

        建物 93

        建物減価償却累計額 △ 38

        工作物 18,786

        工作物減価償却累計額 △ 6,285

        その他 318

        その他減価償却累計額 △ 166

        建設仮勘定 2,584

      物品 1,594

      物品減価償却累計額 △ 1,034

    無形固定資産 49

      ソフトウェア -

      その他 49

    投資その他の資産 38,538

      投資及び出資金 250

        有価証券 76

        出資金 174

        その他 -

      投資損失引当金 △ 27

      長期延滞債権 40

      長期貸付金 508

      基金 37,768

        減債基金 -

        その他 37,768

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 18,701

    現金預金 3,096

    未収金 2,441

    短期貸付金 59

    基金 12,950

      財政調整基金 12,935

      減債基金 15

    棚卸資産 1

    その他 153

    徴収不能引当金 △ 0 純資産合計 70,625

資産合計 114,395 負債及び純資産合計 114,395

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）

    その他 3

純行政コスト 36,371

    その他 18,238

  臨時利益 510

    資産売却益 507

    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 13,743

  臨時損失 23,137

    災害復旧事業費 4,899

  経常収益 1,858

    使用料及び手数料 350

    その他 1,508

      その他 644

        その他 153

    移転費用 5,327

      補助金等 4,416

        支払利息 94

        徴収不能引当金繰入額 1

      社会保障給付 267

        減価償却費 1,032

        その他 17

      その他の業務費用 247

      物件費等 8,692

        物件費 2,900

        維持補修費 4,743

        賞与等引当金繰入額 104

        退職手当引当金繰入額 △ 53

        その他 92

    業務費用 10,274

      人件費 1,335

        職員給与費 1,192

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 15,601



【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 76,428 123,897 △ 47,469

  純行政コスト（△） △ 36,371 △ 36,371

  財源 26,913 26,913

    税収等 11,728 11,728

    国県等補助金 15,185 15,185

  本年度差額 △ 9,458 △ 9,458

  固定資産等の変動（内部変動） △ 16,091 16,091

    有形固定資産等の増加 4,434 △ 4,434

    有形固定資産等の減少 △ 1,232 1,232

    貸付金・基金等の増加 13,091 △ 13,091

    貸付金・基金等の減少 △ 32,384 32,384

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 3,655 898 2,757

  本年度純資産変動額 △ 5,803 △ 15,193 9,390

本年度末純資産残高 70,625 108,704 △ 38,079

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）

本年度末資金残高 3,005

本年度末現金預金残高 3,096

    その他の収入 -

財務活動収支 2,438

本年度資金収支額 △ 1,129

前年度末資金残高 4,134

前年度末歳計外現金残高 95

本年度歳計外現金増減額 △ 4

本年度末歳計外現金残高 91

    その他の支出 14

  財務活動収入 6,316

    地方債発行収入 6,316

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,877

    地方債償還支出 3,864

    資産売却収入 507

    その他の収入 274

投資活動収支 20,282

    国県等補助金収入 1,461

    基金取崩収入 29,515

    貸付金元金回収収入 93

    貸付金支出 68

    その他の支出 -

  投資活動収入 31,850

    公共施設等整備費支出 1,323

    基金積立金支出 10,177

    投資及び出資金支出 0

業務活動収支 △ 23,850

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,568

    災害復旧事業費支出 4,899

    その他の支出 18,231

  臨時収入 9,749

    使用料及び手数料収入 349

    その他の収入 1,434

  臨時支出 23,131

  業務収入 18,937

    税収等収入 11,711

    国県等補助金収入 5,443

      社会保障給付支出 267

      その他の支出 644

    業務費用支出 24,078

      人件費支出 1,383

      物件費等支出 22,456

  業務支出 29,405

    移転費用支出 5,327

      補助金等支出 4,416

      支払利息支出 94

      その他の支出 144

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】



 【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 97,136   固定負債 21,887

    有形固定資産 58,386     地方債 9,181

      事業用資産 41,829     長期未払金 9,321

        土地 2,931     退職手当引当金 930

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,291     その他 2,455

        建物減価償却累計額 △ 10,769   流動負債 23,768

        工作物 1,262     １年内償還予定地方債 1,168

        工作物減価償却累計額 △ 777     未払金 19,515

        船舶 14     未払費用 17

        船舶減価償却累計額 -     前受金 11

        浮標等 -     前受収益 2

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 115

        航空機 -     預り金 94

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,846

        その他 0 負債合計 45,655

        その他減価償却累計額 △ 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 16,876   固定資産等形成分 110,158

      インフラ資産 15,917   余剰分（不足分） △ 39,117

        土地 625 　他団体等出資等分 165

        建物 93

        建物減価償却累計額 △ 38

        工作物 18,786

        工作物減価償却累計額 △ 6,285

        その他 318

        その他減価償却累計額 △ 166

        建設仮勘定 2,584

      物品 1,748

      物品減価償却累計額 △ 1,108

    無形固定資産 60

      ソフトウェア 10

      その他 50

    投資その他の資産 38,690

      投資及び出資金 237

        有価証券 134

        出資金 103

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 40

      長期貸付金 508

      基金 37,883

        減債基金 -

        その他 37,883

      その他 23

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 19,725

    現金預金 3,883

    未収金 2,644

    短期貸付金 59

    基金 12,962

      財政調整基金 12,940

      減債基金 22

    棚卸資産 7

    その他 170

    徴収不能引当金 △ 1 純資産合計 71,206

資産合計 116,861 負債及び純資産合計 116,861

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 7

純行政コスト 36,860

    その他 18,722

  臨時利益 514

    資産売却益 507

    資産除売却損 1

    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 13,751

  臨時損失 23,623

    災害復旧事業費 4,899

  経常収益 2,562

    使用料及び手数料 359

    その他 2,204

      その他 644

        その他 314

    移転費用 4,959

      補助金等 4,047

        支払利息 104

        徴収不能引当金繰入額 1

      社会保障給付 267

        減価償却費 1,122

        その他 205

      その他の業務費用 418

      物件費等 9,026

        物件費 2,932

        維持補修費 4,767

        賞与等引当金繰入額 113

        退職手当引当金繰入額 △ 51

        その他 200

    業務費用 11,355

      人件費 1,910

        職員給与費 1,649

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

  経常費用 16,313



【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 77,034 125,455 △ 48,563 142

  純行政コスト（△） △ 36,860 △ 36,442 △ 418

  財源 27,415 26,974 441

    税収等 11,386 11,386 -

    国県等補助金 16,029 15,588 441

  本年度差額 △ 9,446 △ 9,468 23

  固定資産等の変動（内部変動） △ 16,194 16,194

    有形固定資産等の増加 4,818 △ 4,818

    有形固定資産等の減少 △ 1,808 1,808

    貸付金・基金等の増加 13,184 △ 13,184

    貸付金・基金等の減少 △ 32,387 32,387

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 △ 3 △ 3

　他団体出資等分の増加 - 0

　他団体出資等分の増加 - 0

  比例連結割合変更に伴う差額 1 1 0

  その他 3,619 898 2,720

  本年度純資産変動額 △ 5,829 △ 15,297 9,446 23

本年度末純資産残高 71,206 110,158 △ 39,117 165

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）

本年度末資金残高 3,791

前年度末資金残高 4,817

本年度末現金預金残高 3,883

    その他の収入 -

財務活動収支 2,280

本年度資金収支額 △ 1,025

比例連結割合変更に伴う差額 0

前年度末歳計外現金残高 95

本年度歳計外現金増減額 △ 4

本年度末歳計外現金残高 91

    その他の支出 18

  財務活動収入 6,493

    地方債発行収入 6,493

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,214

    地方債償還支出 4,196

    資産売却収入 507

    その他の収入 274

投資活動収支 20,424

    国県等補助金収入 1,981

    基金取崩収入 29,518

    貸付金元金回収収入 93

    貸付金支出 68

    その他の支出 -

  投資活動収入 32,373

    公共施設等整備費支出 1,701

    基金積立金支出 10,180

    投資及び出資金支出 0

業務活動収支 △ 23,729

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,949

    災害復旧事業費支出 4,899

    その他の支出 18,231

  臨時収入 9,749

    使用料及び手数料収入 358

    その他の収入 2,133

  臨時支出 23,131

  業務収入 19,627

    税収等収入 11,369

    国県等補助金収入 5,767

      社会保障給付支出 267

      その他の支出 644

    業務費用支出 25,015

      人件費支出 1,927

      物件費等支出 22,683

  業務支出 29,974

    移転費用支出 4,959

      補助金等支出 4,047

      支払利息支出 104

      その他の支出 301

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】


