
一般会計等貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

７. 一般会計等財務書類４表

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 363,249 固定負債 107,017

有形固定資産 337,176 地方債 91,872
事業用資産 187,842 ※ 長期未払金 266

土地 134,246 退職手当引当金 14,489
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 138,063 その他 390
建物減価償却累計額 △ 89,236 流動負債 11,774 ※

工作物 22,238 1年内償還予定地方債 9,847
工作物減価償却累計額 △ 18,853 未払金 42
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 1,462
航空機 - 預り金 185
航空機減価償却累計額 - その他 236
その他 - 118,791
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,385 固定資産等形成分 377,522

インフラ資産 148,192 ※ 余剰分（不足分） △ 116,421
土地 142,185
建物 1,313
建物減価償却累計額 △ 755
工作物 98,114
工作物減価償却累計額 △ 93,189
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 523

物品 5,861
物品減価償却累計額 △ 4,719

無形固定資産 779
ソフトウェア 778
その他 1

投資その他の資産 25,294
投資及び出資金 10,626

有価証券 64
出資金 331
その他 10,231

投資損失引当金 -
長期延滞債権 818
長期貸付金 164
基金 13,825

減債基金 -
その他 13,825

その他 -
徴収不能引当金 △ 139

流動資産 16,642 ※

現金預金 1,947
未収金 467
短期貸付金 23
基金 14,209 ※

財政調整基金 9,504
減債基金 4,704

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 4 261,100 ※

379,891 379,891

※ 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

科目 金額 科目 金額



 

 

（単位：百万円）

経常費用 116,279
業務費用 49,839 ※

人件費 21,174 ※

職員給与費 17,117
賞与等引当金繰入額 1,462
退職手当引当金繰入額 899
その他 1,695

物件費等 27,228
物件費 21,341
維持補修費 1,122
減価償却費 4,753
その他 12

その他の業務費用 1,437
支払利息 814
徴収不能引当金繰入額 134
その他 489

移転費用 66,440 ※

補助金等 20,438
社会保障給付 35,441
他会計への繰出金 9,508
その他 1,054

経常収益 3,735 ※

使用料及び手数料 2,154
その他 1,580

純経常行政コスト △ 112,545 ※

臨時損失 1
災害復旧事業費 -
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 -
その他 1

臨時利益 64
資産売却益 64
その他 -

純行政コスト △ 112,482

※ 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。

科目 金額

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



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

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 254,984 371,775 △ 116,791

純行政コスト（△） △ 112,482 △ 112,482

財源 116,392 116,392

税収等 79,015 79,015

国県等補助金 37,377 37,377

本年度差額 3,910 3,910

固定資産等の変動（内部変動） 3,540 △ 3,540

有形固定資産等の増加 8,452 △ 8,452

有形固定資産等の減少 △ 5,033 5,033

貸付金・基金等の増加 2,387 △ 2,387

貸付金・基金等の減少 △ 2,266 2,266

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,960 1,960

その他 246 246 -

本年度純資産変動額 6,117 ※ 5,747 ※ 370

本年度末純資産残高 261,100 ※ 377,522 △ 116,421

※ 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。

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 112,172 ※

業務費用支出 45,732
人件費支出 21,957
物件費等支出 22,484
支払利息支出 814
その他の支出 477

移転費用支出 66,440 ※

補助金等支出 20,438
社会保障給付支出 35,441
他会計への繰出支出 9,508
その他の支出 1,054

業務収入 118,173
税収等収入 79,053
国県等補助金収入 35,398
使用料及び手数料収入 2,154
その他の収入 1,568

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 6,001
【投資活動収支】

投資活動支出 10,839
公共施設等整備費支出 8,452
基金積立金支出 2,366
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 21
その他の支出 -

投資活動収入 4,515 ※

国県等補助金収入 1,980
基金取崩収入 2,242
貸付金元金回収収入 24
資産売却収入 270
その他の収入 -

投資活動収支 △ 6,324
【財務活動収支】

財務活動支出 11,574
地方債償還支出 11,232
その他の支出 342

財務活動収入 11,727
地方債発行収入 11,727
その他の収入 -

財務活動収支 152 ※

△ 171
1,933

1,762

前年度末歳計外現金残高 196
本年度歳計外現金増減額 △ 11
本年度末歳計外現金残高 185

本年度末現金預金残高 1,947

※ 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

本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額

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


