
















　　　　　　（Ⅲ　連結財務書類について）

４　財務書類４表（連結）
（１）連結貸借対照表

【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 1,577,973   固定負債 1,326,268

    有形固定資産 1,414,774     地方債等 1,158,245

      事業用資産 410,836     長期未払金 5,913

        土地 137,258     退職手当引当金 134,867

        立木竹 6,469     損失補償等引当金 10,427

        建物 479,100     その他 16,816

        建物減価償却累計額 -242,648   流動負債 305,705

        工作物 76,391     １年内償還予定地方債等 95,136

        工作物減価償却累計額 -49,563     未払金 4,961

        船舶 1,133     未払費用 244

        船舶減価償却累計額 -794     前受金 75

        浮標等 -     前受収益 2,415

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 9,771

        航空機 1,037     預り金 1,975

        航空機減価償却累計額 -207     その他 191,130

        その他 352 負債合計 1,631,973

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,309   固定資産等形成分 1,610,562

      インフラ資産 982,620   余剰分（不足分） -1,374,286

        土地 162,215 　他団体出資等分 -

        建物 10,996

        建物減価償却累計額 -6,667

        工作物 1,673,829

        工作物減価償却累計額 -887,441

        その他 20,620

        その他減価償却累計額 -13,802

        建設仮勘定 22,870

      物品 75,708

      物品減価償却累計額 -54,390

    無形固定資産 39,323

      ソフトウェア 274

      その他 39,049

    投資その他の資産 123,876

      投資及び出資金 23,050

        有価証券 22,809

        出資金 241

        その他 -

      長期延滞債権 8,341

      長期貸付金 23,378

      基金 36,373

        減債基金 1,980

        その他 34,393

      その他 37,874

      徴収不能引当金 -5,140

  流動資産 290,277

    現金預金 45,255

    未収金 3,860

    短期貸付金 2,019

    基金 30,571

      財政調整基金 10,536

      減債基金 20,034

    棚卸資産 15,095

    その他 194,013

    徴収不能引当金 -535

    繰延資産 - 純資産合計 236,276

資産合計 1,868,250 負債及び純資産合計 1,868,250

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
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　　　　　　（Ⅲ　連結財務書類について）

（２）連結行政コスト計算書

【様式第2号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 585,271

    業務費用 303,296

      人件費 148,232

        職員給与費 128,198

        賞与等引当金繰入額 10,017

        退職手当引当金繰入額 5,925

        その他 4,091

      物件費等 140,520

        物件費 29,487

        維持補修費 50,694

        減価償却費 46,822

        その他 13,517

      その他の業務費用 14,544

        支払利息 9,052

        徴収不能引当金繰入額 1,517

        その他 3,975

    移転費用 281,975

      補助金等 270,676

      社会保障給付 7,157

      その他 4,143

  経常収益 86,661

    使用料及び手数料 21,537

    その他 65,124

純経常行政コスト 498,610

  臨時損失 18,155

    災害復旧事業費 12,084

    資産除売却損 392

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,679

  臨時利益 5,182

    資産売却益 389

    その他 4,793

純行政コスト 511,583
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　　　　　　（Ⅲ　連結財務書類について）

（３）連結純資産変動計算書

【様式第3号】

（単位：百万円）

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 251,839 1,695,785 -1,443,946 -

  純行政コスト（△） -511,583 -511,583 -

  財源 498,300 498,300 -

    税収等 381,919 381,919 -

    国県等補助金 116,381 116,381 -

  本年度差額 -13,283 -13,283 -

  固定資産等の変動（内部変動） 4,236 -4,236

    有形固定資産等の増加 14,800 -14,800

    有形固定資産等の減少 -25,929 25,929

    貸付金・基金等の増加 19,858 -19,858

    貸付金・基金等の減少 -4,492 4,492

  資産評価差額 64 64

  無償所管換等 -1,055 -1,055

　他団体出資等分の増加 - -

　他団体出資等分の減少 - -

  その他 -1,289 -88,468 87,179

  本年度純資産変動額 -15,563 -85,223 69,660 -

本年度末純資産残高 236,276 1,610,562 -1,374,286 -

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

科目名 合計

※省略

37



　　　　　　（Ⅲ　連結財務書類について）

（４）連結資金収支計算書

【様式第4号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 519,012

    業務費用支出 238,247

      人件費支出 140,922

      物件費等支出 87,796

      支払利息支出 8,915

      その他の支出 614

    移転費用支出 280,765

      補助金等支出 269,944

      社会保障給付支出 7,157

      その他の支出 3,663

  業務収入 487,898

    税収等収入 345,414

    国県等補助金収入 50,688

    使用料及び手数料収入 12,226

    その他の収入 79,570

  臨時支出 12,084

    災害復旧事業費支出 12,084

      その他 12,084

    その他の支出 -

  臨時収入 9,139

業務活動収支 -34,059

【投資活動収支】

  投資活動支出 80,893

    公共施設等整備費支出 18,778

    基金積立金支出 14,054

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 48,101

    その他の支出 -40

  投資活動収入 124,147

    国県等補助金収入 44,573

    基金取崩収入 17,286

    貸付金元金回収収入 52,811

    資産売却収入 946

    その他の収入 8,530

投資活動収支 43,253

【財務活動収支】

  財務活動支出 134,708

    地方債等償還支出 134,463

    その他の支出 245

  財務活動収入 128,222

    地方債等発行収入 126,501

    その他の収入 1,720

財務活動収支 -6,487

本年度資金収支額 2,678

前年度末資金残高 41,193

本年度末資金残高 43,872

前年度末歳計外現金残高 1,198

本年度歳計外現金増減額 185

本年度末歳計外現金残高 1,383

本年度末現金預金残高 45,255

※省略
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