
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,363,565 ※ 固定負債 1,646,496

有形固定資産 1,764,729 地方債 1,455,855
事業用資産 472,399 ※ 長期未払金 11,636

土地 184,827 退職手当引当金 173,461
立木竹 10,671 損失補償等引当金 5,307
建物 582,398 その他 237
建物減価償却累計額 △ 337,046 流動負債 218,202 ※

工作物 36,796 1年内償還予定地方債 190,396
工作物減価償却累計額 △ 22,604 未払金 4,874
船舶 5,777 未払費用 221
船舶減価償却累計額 △ 4,487 前受金 4,314
浮標等 55 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 38 賞与等引当金 15,895
航空機 - 預り金 2,475
航空機減価償却累計額 - その他 28
その他 - 1,864,698
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,051 固定資産等形成分 2,414,321

インフラ資産 1,279,032 ※ 余剰分（不足分） △ 1,768,287
土地 304,566
建物 65,307
建物減価償却累計額 △ 32,546
工作物 1,436,780
工作物減価償却累計額 △ 728,635
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 233,559

物品 65,134
物品減価償却累計額 △ 51,836

無形固定資産 2,194
ソフトウェア 1,952
その他 242

投資その他の資産 596,642 ※

投資及び出資金 165,793
有価証券 14,882
出資金 57,235
その他 93,676

投資損失引当金 △ 9,531
長期延滞債権 3,385
長期貸付金 127,634
基金 305,369 ※

減債基金 110,287
その他 195,081

その他 7,719
徴収不能引当金 △ 3,727

流動資産 147,167
現金預金 94,017
未収金 1,476
短期貸付金 7,825
基金 42,931

財政調整基金 23,188
減債基金 19,743

棚卸資産 63
その他 998
徴収不能引当金 △ 143 646,034

2,510,732 2,510,732

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 713,153 ※

業務費用 337,042
人件費 204,555 ※

職員給与費 177,607
賞与等引当金繰入額 15,895
退職手当引当金繰入額 7,463
その他 3,591

物件費等 111,461 ※

物件費 54,597
維持補修費 7,975
減価償却費 48,888
その他 -

その他の業務費用 21,026
支払利息 8,821
徴収不能引当金繰入額 -
その他 12,205

移転費用 376,111 ※

補助金等 341,588
社会保障給付 13,177
他会計への繰出金 21,171
その他 174

経常収益 32,247
使用料及び手数料 13,530
その他 18,717

純経常行政コスト 680,906
臨時損失 111,066 ※

災害復旧事業費 88,459
資産除売却損 16,098
投資損失引当金繰入額 5,045
損失補償等引当金繰入額 909
その他 557

臨時利益 556
資産売却益 470
その他 86

純行政コスト 791,416

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 638,026 2,400,545 △ 1,762,519

純行政コスト（△） △ 791,416 △ 791,416

財源 799,041 799,041

税収等 561,506 561,506

国県等補助金 237,535 237,535

本年度差額 7,624 ※ 7,624 ※

固定資産等の変動（内部変動） 13,392 ※ △ 13,392 ※

有形固定資産等の増加 84,361 △ 84,361

有形固定資産等の減少 △ 60,958 60,958

貸付金・基金等の増加 175,299 △ 175,299

貸付金・基金等の減少 △ 185,309 185,309

資産評価差額 △ 551 △ 551

無償所管換等 935 935

その他 - - -

本年度純資産変動額 8,009 ※ 13,776 △ 5,768

本年度末純資産残高 646,034 2,414,321 △ 1,768,287

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 724,008 ※

業務費用支出 363,104
人件費支出 214,791
物件費等支出 61,332
支払利息支出 8,763
その他の支出 78,218

移転費用支出 360,903
補助金等支出 330,979
社会保障給付支出 13,181
他会計への繰出支出 16,569
その他の支出 174

業務収入 749,758
税収等収入 626,407
国県等補助金収入 91,612
使用料及び手数料収入 13,559
その他の収入 18,180

臨時支出 94,890 ※

災害復旧事業費支出 87,798
その他の支出 7,091

臨時収入 100,846
業務活動収支 31,707 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 266,484

公共施設等整備費支出 94,835
基金積立金支出 94,549
投資及び出資金支出 1,629
貸付金支出 75,470
その他の支出 1

投資活動収入 217,226 ※

国県等補助金収入 44,701
基金取崩収入 92,194
貸付金元金回収収入 78,232
資産売却収入 803
その他の収入 1,295

投資活動収支 △ 49,257 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 202,311

地方債償還支出 195,747
その他の支出 6,564

財務活動収入 194,667
地方債発行収入 188,338
その他の収入 6,329

財務活動収支 △ 7,643 ※

△ 25,193
116,735
91,542

前年度末歳計外現金残高 2,939
本年度歳計外現金増減額 △ 464
本年度末歳計外現金残高 2,475
本年度末現金預金残高 94,017

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,525,645 固定負債 1,743,130 ※

有形固定資産 1,961,354 ※ 地方債等 1,511,057
事業用資産 472,458 ※ 長期未払金 11,636

土地 184,886 退職手当引当金 173,461
立木竹 10,671 損失補償等引当金 5,307
建物 582,398 その他 41,668
建物減価償却累計額 △ 337,046 流動負債 227,694
工作物 36,796 1年内償還予定地方債等 197,516
工作物減価償却累計額 △ 22,604 未払金 6,689
船舶 5,777 未払費用 221
船舶減価償却累計額 △ 4,487 前受金 4,344
浮標等 55 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 38 賞与等引当金 15,950
航空機 - 預り金 2,946
航空機減価償却累計額 - その他 28
その他 - 1,970,824
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,051 固定資産等形成分 2,581,646

インフラ資産 1,465,657 余剰分（不足分） △ 1,838,908
土地 329,301
建物 84,908
建物減価償却累計額 △ 41,965
工作物 1,697,320
工作物減価償却累計額 △ 846,748
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 242,841

物品 114,365
物品減価償却累計額 △ 91,125

無形固定資産 60,614
ソフトウェア 1,952
その他 58,662

投資その他の資産 503,676 ※

投資及び出資金 72,137
有価証券 14,882
出資金 57,255
その他 -

投資損失引当金 △ 9,531
長期延滞債権 3,387
長期貸付金 123,485
基金 310,205

減債基金 110,287
その他 199,918

その他 7,719
徴収不能引当金 △ 3,727

流動資産 187,916 ※

現金預金 124,070
未収金 2,816
短期貸付金 7,602
基金 42,931

財政調整基金 23,188
減債基金 19,743

棚卸資産 9,642
その他 998
徴収不能引当金 △ 142

繰延資産 - 742,738 ※

2,713,562 ※ 2,713,562

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 905,831 ※

業務費用 350,184 ※

人件費 205,241
職員給与費 178,236
賞与等引当金繰入額 15,949
退職手当引当金繰入額 7,463
その他 3,593

物件費等 122,888
物件費 56,262
維持補修費 8,796
減価償却費 57,531
その他 299

その他の業務費用 22,055 ※

支払利息 9,755
徴収不能引当金繰入額 82
その他 12,217

移転費用 555,647 ※

補助金等 539,214
社会保障給付 13,177
他会計への繰出金 3,046
その他 209

経常収益 49,340
使用料及び手数料 29,873
その他 19,467

純経常行政コスト 856,491
臨時損失 111,313 ※

災害復旧事業費 88,535
資産除売却損 16,098
投資損失引当金繰入額 5,045
損失補償等引当金繰入額 909
その他 727

臨時利益 766
資産売却益 471
その他 295

純行政コスト 967,038

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 721,411 2,566,607 △ 1,845,196

純行政コスト（△） △ 967,038 △ 967,038

財源 987,977 987,977

税収等 621,474 621,474

国県等補助金 366,503 366,503

本年度差額 20,939 20,939

固定資産等の変動（内部変動） 14,495 ※ △ 14,495 ※

有形固定資産等の増加 91,802 △ 91,802

有形固定資産等の減少 △ 71,801 71,801

貸付金・基金等の増加 180,428 △ 180,428

貸付金・基金等の減少 △ 185,933 185,933

資産評価差額 △ 618 △ 618

無償所管換等 1,006 1,006

その他 - 156 △ 156

本年度純資産変動額 21,327 15,039 6,288

本年度末純資産残高 742,738 2,581,646 △ 1,838,908

※ 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）



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 912,244

業務費用支出 367,405 ※

人件費支出 215,469
物件費等支出 64,017
支払利息支出 9,697
その他の支出 78,223

移転費用支出 544,839 ※

補助金等支出 528,604
社会保障給付支出 13,181
他会計への繰出支出 3,046
その他の支出 7

業務収入 954,456
税収等収入 686,315
国県等補助金収入 219,196
使用料及び手数料収入 29,895
その他の収入 19,050

臨時支出 94,998
災害復旧事業費支出 87,875
その他の支出 7,123

臨時収入 101,055
業務活動収支 48,270 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 273,251

公共施設等整備費支出 101,190
基金積立金支出 95,073
投資及び出資金支出 1,517
貸付金支出 75,470
その他の支出 1

投資活動収入 217,430 ※

国県等補助金収入 44,890
基金取崩収入 92,483
貸付金元金回収収入 77,949
資産売却収入 812
その他の収入 1,295

投資活動収支 △ 55,821
【財務活動収支】

財務活動支出 207,491 ※

地方債償還支出 205,046
その他の支出 2,444

財務活動収入 195,461
地方債発行収入 193,165
その他の収入 2,296

財務活動収支 △ 12,029 ※

△ 19,581 ※

140,705
121,124

前年度末歳計外現金残高 3,407
本年度歳計外現金増減額 △ 461
本年度末歳計外現金残高 2,946
本年度末現金預金残高 124,070

※ 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



（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,692,774 ※ 固定負債 1,879,181

有形固定資産 2,051,785 ※ 地方債等 1,522,261
事業用資産 517,592 ※ 長期未払金 11,654

土地 198,759 退職手当引当金 182,763
土地減損損失累計額 △ 25 損失補償等引当金 16
立木竹 27,566 その他 162,487
立木竹減損損失累計額 △ 15,973 流動負債 245,266
建物 632,271 1年内償還予定地方債等 200,316
建物減価償却累計額 △ 359,736 未払金 13,638
建物減損損失累計額 △ 223 未払費用 333
工作物 45,894 前受金 4,647
工作物減価償却累計額 △ 28,397 前受収益 1,552
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 16,880
船舶 5,777 預り金 4,161
船舶減価償却累計額 △ 4,487 その他 3,739
浮標等 55 2,124,447
浮標等減価償却累計額 △ 38 【純資産の部】
航空機 - 固定資産等形成分 2,737,141 ※

航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,917,113 ※

その他 39 他団体出資等分 7,707
その他減価償却累計額 △ 4
建設仮勘定 16,115

インフラ資産 1,505,317
土地 336,724
建物 84,908
建物減価償却累計額 △ 41,965
工作物 1,748,217
工作物減価償却累計額 △ 865,408
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 242,841

物品 133,371
物品減価償却累計額 △ 104,494
物品減損損失累計額 △ 1

無形固定資産 61,281
ソフトウェア 2,490
その他 58,791

投資その他の資産 579,709 ※

投資及び出資金 42,219
有価証券 34,250
出資金 7,968
その他 1

長期延滞債権 5,500
長期貸付金 54,437
基金 387,296

減債基金 110,287
その他 277,009

その他 94,425
徴収不能引当金 △ 4,169

流動資産 259,392 ※

現金預金 171,998
未収金 9,625
短期貸付金 1,435
基金 42,931

財政調整基金 23,188
減債基金 19,743

棚卸資産 19,726
その他 13,938
徴収不能引当金 △ 260

繰延資産 16 827,735
2,952,182 2,952,182

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 948,847 ※

業務費用 402,817 ※

人件費 225,986
職員給与費 197,062
賞与等引当金繰入額 16,880
退職手当引当金繰入額 8,245
その他 3,799

物件費等 147,244 ※

物件費 68,937
維持補修費 12,510
減価償却費 62,950
その他 2,846

その他の業務費用 29,587
支払利息 9,820
徴収不能引当金繰入額 1,870
その他 17,897

移転費用 546,030 ※

補助金等 529,263
社会保障給付 13,177
他会計への繰出金 3,046
その他 543

経常収益 87,747
使用料及び手数料 36,720
その他 51,027

純経常行政コスト 861,100
臨時損失 105,615 ※

災害復旧事業費 88,544
資産除売却損 16,520
損失補償等引当金繰入額 -
その他 552

臨時利益 1,038
資産売却益 352
その他 686

純行政コスト 965,676 ※

※ 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



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 801,682 2,851,966 △ 2,058,022 7,738

純行政コスト（△） △ 965,676 △ 964,994 △ 682

財源 991,150 990,479 671

税収等 621,973 621,906 67

国県等補助金 369,177 368,573 604

本年度差額 25,474 25,485 △ 11

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 △ 427 -

無償所管換等 1,344 -

他団体出資等分の増加 112 112

他団体出資等分の減少 △ 56 △ 56

比例連結割合変更に伴う差額 △ 76 △ 76

その他 △ 319 - -

本年度純資産変動額 26,053 ※ △ 114,825 140,909 △ 30 ※

本年度末純資産残高 827,735 2,737,141 △ 1,917,113 7,707 ※

※ 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

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
△ 22,834

191,914
△ 29

169,052 ※

前年度末歳計外現金残高 3,407
本年度歳計外現金増減額 △ 461
本年度末歳計外現金残高 2,946
本年度末現金預金残高 171,998

※ 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

省略


	783361
	783364
	783368

