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Ⅰ 一般会計等財務書類 
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１ 貸借対照表 

 

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,785,609 ※ 固定負債 1,154,547

有形固定資産 1,574,428 ※ 地方債 1,014,520

事業用資産 339,577 ※ 長期未払金 109

土地 118,822 退職手当引当金 139,552

立木竹 3,596 損失補償等引当金 366

建物 384,951 その他 -

建物減価償却累計額 △ 196,794 流動負債 123,840 ※

工作物 19,894 1年内償還予定地方債 112,331

工作物減価償却累計額 △ 11,453 未払金 309

船舶 2,815 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 2,516 前受金 -

浮標等 11 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 △ 6 賞与等引当金 10,831

航空機 1,702 預り金 370

航空機減価償却累計額 △ 1,021 その他 0

その他 - 1,278,387

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 19,577 固定資産等形成分 1,900,981

インフラ資産 1,226,325 余剰分（不足分） △ 1,348,695

土地 82,983

建物 30,555

建物減価償却累計額 △ 12,534

工作物 2,181,859

工作物減価償却累計額 △ 1,140,153

その他 15,101

その他減価償却累計額 △ 1,735

建設仮勘定 70,249

物品 16,682

物品減価償却累計額 △ 8,156

無形固定資産 883 ※

ソフトウェア 490

その他 392

投資その他の資産 210,299

投資及び出資金 69,304 ※

有価証券 1,842

出資金 67,461

その他 -

投資損失引当金 △ 155

長期延滞債権 17,755

長期貸付金 23,798

基金 103,049

減債基金 37,197

その他 65,852

その他 -

徴収不能引当金 △ 3,451

流動資産 45,064

現金預金 18,533

未収金 1,005

短期貸付金 10,390

基金 15,144

財政調整基金 15,144

減債基金 0

棚卸資産 -

その他 0

徴収不能引当金 △ 8 552,286

1,830,673 1,830,673

※ 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。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計
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２．行政コスト計算書 

 

 

  

（単位：百万円）

経常費用 541,243 ※

業務費用 297,601 ※

人件費 158,613
職員給与費 139,137
賞与等引当金繰入額 10,831
退職手当引当金繰入額 6,315
その他 2,330

物件費等 125,873
物件費 44,462
維持補修費 17,877
減価償却費 63,502
その他 32

その他の業務費用 13,115 ※

支払利息 9,504
徴収不能引当金繰入額 1,156
その他 2,456

移転費用 243,643
補助金等 193,354
社会保障給付 17,698
他会計への繰出金 9,425
その他 23,166

経常収益 26,123
使用料及び手数料 12,503
その他 13,620

純経常行政コスト 515,120
臨時損失 867

災害復旧事業費 638
資産除売却損 149
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 80

臨時利益 458
資産売却益 458
その他 -

純行政コスト 515,528 ※

※ 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。

行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額
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３．純資産変動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 533,623 1,846,467 △ 1,312,844

純行政コスト（△） △ 515,528 △ 515,528

財源 537,163 537,163

税収等 435,287 435,287

国県等補助金 101,876 101,876

本年度差額 21,635 21,635

固定資産等の変動（内部変動） 57,485 △ 57,485

有形固定資産等の増加 68,214 △ 68,214

有形固定資産等の減少 △ 26,470 26,470

貸付金・基金等の増加 130,694 △ 130,694

貸付金・基金等の減少 △ 114,953 114,953

資産評価差額 △ 25 △ 25

無償所管換等 △ 2,946 △ 2,946

その他 - - -

本年度純資産変動額 18,664 54,514 △ 35,850

本年度末純資産残高 552,286 ※ 1,900,981 △ 1,348,695 ※

※ 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。

純資産変動計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）
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４．資金収支計算書 

 

 

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 485,740 ※

業務費用支出 241,359
人件費支出 167,039
物件費等支出 62,373
支払利息支出 9,504
その他の支出 2,443

移転費用支出 244,381 ※

補助金等支出 194,093
社会保障給付支出 17,698
他会計への繰出支出 9,425
その他の支出 23,166

業務収入 537,078 ※

税収等収入 430,809
国県等補助金収入 80,578
使用料及び手数料収入 12,519
その他の収入 13,173

臨時支出 735
災害復旧事業費支出 638
その他の支出 97

臨時収入 338
業務活動収支 50,942 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 86,015 ※

公共施設等整備費支出 37,120
基金積立金支出 13,148
投資及び出資金支出 1
貸付金支出 35,747
その他の支出 -

投資活動収入 78,424 ※

国県等補助金収入 20,960
基金取崩収入 18,698
貸付金元金回収収入 33,813
資産売却収入 472
その他の収入 4,480

投資活動収支 △ 7,592 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 160,661

地方債償還支出 160,532
その他の支出 129

財務活動収入 114,270
地方債発行収入 114,141
その他の収入 129

財務活動収支 △ 46,391
△ 3,041

21,205

18,164

前年度末歳計外現金残高 414
本年度歳計外現金増減額 △ 45
本年度末歳計外現金残高 370 ※

本年度末現金預金残高 18,533 ※

※ 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

資金収支計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額
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Ⅱ 全体財務書類 
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,804,820 固定負債 1,171,399
有形固定資産 1,600,454 ※ 地方債 1,024,146

事業用資産 356,396 ※ 長期未払金 109
土地 123,175 退職手当引当金 142,077
立木竹 3,596 損失補償等引当金 366
建物 425,051 その他 4,701
建物減価償却累計額 △ 224,722 流動負債 129,772 ※

工作物 20,824 1年内償還予定地方債 113,876
工作物減価償却累計額 △ 12,139 未払金 2,973
船舶 2,815 未払費用 -                        
船舶減価償却累計額 △ 2,516 前受金 -                        
浮標等 11 前受収益 -                        
浮標等減価償却累計額 △ 6 賞与等引当金 11,485
航空機 1,702 預り金 370
航空機減価償却累計額 △ 1,021 その他 1,069
その他 -                       1,301,172 ※

その他減価償却累計額 -                       【純資産の部】

建設仮勘定 19,627 固定資産等形成分 1,830,252
インフラ資産 1,231,850 余剰分（不足分） △ 1,260,338

土地 83,255
建物 31,717
建物減価償却累計額 △ 13,241
工作物 2,190,356
工作物減価償却累計額 △ 1,144,448
その他 16,885
その他減価償却累計額 △ 3,006
建設仮勘定 70,332

物品 31,811
物品減価償却累計額 △ 19,604

無形固定資産 983
ソフトウェア 560
その他 423

投資その他の資産 203,383 ※

投資及び出資金 63,529 ※

有価証券 1,842
出資金 61,686
その他 -                       

投資損失引当金 △ 155
長期延滞債権 17,755
長期貸付金 19,098
基金 106,059

減債基金 37,197
その他 68,862

その他 549
徴収不能引当金 △ 3,451

流動資産 66,265 ※

現金預金 35,097
未収金 5,532
短期貸付金 10,290
基金 15,144

財政調整基金 15,144
減債基金 -                       

棚卸資産 231
その他 -                       
徴収不能引当金 △ 27 569,914 ※

1,871,085 1,871,085 ※

※　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

全体貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額
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（単位：百万円）

経常費用 695,378 ※

業務費用 327,259 ※

人件費 170,134
職員給与費 149,918
賞与等引当金繰入額 11,485
退職手当引当金繰入額 6,401
その他 2,330

物件費等 142,101
物件費 57,181
維持補修費 19,041
減価償却費 65,847
その他 32

その他の業務費用 15,025 ※

支払利息 9,583
徴収不能引当金繰入額 1,158
その他 4,285

移転費用 368,118 ※

補助金等 317,805
社会保障給付 17,698
他会計への繰出金 8,896
その他 23,720

経常収益 52,610
使用料及び手数料 38,429
その他 14,181

純経常行政コスト 642,768
臨時損失 875

災害復旧事業費 638
資産除売却損 157
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 -                               
その他 80

臨時利益 609
資産売却益 609

その他 -                               
純行政コスト 643,033 ※

※　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。

全体行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 545,334 1,862,478 △ 1,317,144

純行政コスト（△） △ 643,033 △ 643,033

財源 667,795 667,795

税収等 523,810 523,810

国県等補助金 143,985 143,985

本年度差額 24,762 24,762

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 △ 25

無償所管換等 △ 57

その他 △ 100

本年度純資産変動額 24,579 ※ △ 32,226 56,806

本年度末純資産残高 569,914 ※ 1,830,252 △ 1,260,338

※　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。

全体純資産変動計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）
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（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 637,172 ※

業務費用支出 268,956
人件費支出 179,066
物件費等支出 74,979
支払利息支出 9,583
その他の支出 5,328

移転費用支出 368,217
補助金等支出 317,903
社会保障給付支出 17,698
他会計への繰出支出 9,425
その他の支出 23,191

業務収入 692,926 ※

税収等収入 518,506
国県等補助金収入 122,687
使用料及び手数料収入 38,445
その他の収入 13,287

臨時支出 735
災害復旧事業費支出 638
その他の支出 97

臨時収入 338
業務活動収支 55,356 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 88,997

公共施設等整備費支出 39,784
基金積立金支出 13,465
投資及び出資金支出 1
貸付金支出 35,747
その他の支出 -                               

投資活動収入 78,673 ※

国県等補助金収入 20,961
基金取崩収入 18,895
貸付金元金回収収入 33,713
資産売却収入 623
その他の収入 4,480

投資活動収支 △ 10,324
【財務活動収支】

財務活動支出 161,720
地方債償還支出 161,591
その他の支出 129

財務活動収入 116,184
地方債発行収入 116,055
その他の収入 129

財務活動収支 △ 45,536
△ 504
35,231

34,727

前年度末歳計外現金残高 414
本年度歳計外現金増減額 △ 45
本年度末歳計外現金残高 370

本年度末現金預金残高 35,097 ※

※　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

全体資金収支計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額
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Ⅲ 連結財務書類 
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,836,852 固定負債 1,190,972
有形固定資産 1,636,633 ※ 地方債 1,025,610

事業用資産 380,254 長期未払金 135
土地 130,857 退職手当引当金 146,127
立木竹 3,596 損失補償等引当金 6,169
建物 444,241 その他 12,931
建物減価償却累計額 △ 234,205 流動負債 139,789 ※

工作物 29,469 1年内償還予定地方債 117,960
工作物減価償却累計額 △ 17,643 未払金 7,367
船舶 4,579 未払費用 224
船舶減価償却累計額 △ 3,552 前受金 104
浮標等 11 前受収益 7
浮標等減価償却累計額 △ 6 賞与等引当金 11,992
航空機 1,702 預り金 696
航空機減価償却累計額 △ 1,021 その他 1,438
その他 -                       1,330,761
その他減価償却累計額 -                       【純資産の部】

建設仮勘定 22,226 固定資産等形成分 1,857,214
インフラ資産 1,240,678 余剰分（不足分） △ 1,281,166

土地 84,166 他団体出資等分 13,772
建物 32,031
建物減価償却累計額 △ 13,485
工作物 2,221,746
工作物減価償却累計額 △ 1,167,991
その他 16,885
その他減価償却累計額 △ 3,006
建設仮勘定 70,332

物品 41,683
物品減価償却累計額 △ 25,981

無形固定資産 1,139
ソフトウェア 593
その他 546

投資その他の資産 199,080 ※

投資及び出資金 32,329 ※

有価証券 1,922
出資金 30,373
その他 35

投資損失引当金 -                       
長期延滞債権 17,755
長期貸付金 9,092
基金 141,344

減債基金 37,197
その他 104,147

その他 2,021
徴収不能引当金 △ 3,462

流動資産 83,729 ※

現金預金 49,216
未収金 7,850
短期貸付金 5,217
基金 15,144

財政調整基金 15,144
減債基金 -                       

棚卸資産 3,224
その他 3,252
徴収不能引当金 △ 175 589,820

1,920,581 1,920,581
※　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３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額
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（単位：百万円）

経常費用 719,290 ※

業務費用 357,310
人件費 178,448

職員給与費 157,323
賞与等引当金繰入額 11,992
退職手当引当金繰入額 6,803
その他 2,330

物件費等 157,035
物件費 63,770
維持補修費 25,828
減価償却費 67,405
その他 32

その他の業務費用 21,827
支払利息 9,673
徴収不能引当金繰入額 1,158
その他 10,996

移転費用 361,979 ※

補助金等 311,666
社会保障給付 17,698
他会計への繰出金 8,896
その他 23,720

経常収益 76,342
使用料及び手数料 41,144
その他 35,198

純経常行政コスト 642,947
臨時損失 1,172

災害復旧事業費 638
資産除売却損 192
投資損失引当金繰入額 -                               
損失補償等引当金繰入額 195
その他 147

臨時利益 688
資産売却益 610
その他 78

純行政コスト 643,432 ※

※　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３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額
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（単位：百万円）

前年度末純資産残高 564,751 1,890,839 △ 1,339,639 13,551

純行政コスト（△） △ 643,432 △ 643,432 -                               

財源 668,906 668,906 -                               

税収等 523,928 523,928 -                               

国県等補助金 144,978 144,978 -                               

本年度差額 25,474 25,474 -                               

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 △ 45

無償所管換等 △ 57

他団体出資等分の増加 269 269

他団体出資等分の減少 △ 48 △ 48

その他 △ 525

本年度純資産変動額 25,068 △ 33,625 58,472 221

本年度末純資産残高 589,819 1,857,214 △ 1,281,167 13,772

※　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３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

他団体出資等分
余剰分

（不足分）


