
【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 4,541,756   固定負債 1,619,307

    有形固定資産 3,499,541     地方債 1,376,835

      事業用資産 601,629     長期未払金 188

        土地 239,159     退職手当引当金 227,029

        立木竹 828     損失補償等引当金 15,255

        建物 711,239     その他 -

        建物減価償却累計額 -398,106   流動負債 191,079

        工作物 67,952     １年内償還予定地方債 169,158

        工作物減価償却累計額 -45,459     未払金 189

        船舶 4,443     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,215     前受金 -

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -183     賞与等引当金 18,637

        航空機 750     預り金 3,095

        航空機減価償却累計額 -750     その他 -

        その他 - 負債合計 1,810,386

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,695   固定資産等形成分 4,621,837

      インフラ資産 2,882,643   余剰分（不足分） -1,660,158

        土地 456,616

        建物 10,799

        建物減価償却累計額 -6,034

        工作物 5,152,906

        工作物減価償却累計額 -2,912,223

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 180,580

      物品 51,639

      物品減価償却累計額 -36,370

    無形固定資産 4,607

      ソフトウェア 216

      その他 4,391

    投資その他の資産 1,037,608

      投資及び出資金 120,593

        有価証券 7,769

        出資金 112,824

        その他 -

      投資損失引当金 -11,238

      長期延滞債権 6,583

      長期貸付金 155,097

      基金 767,439

        減債基金 85,966

        その他 681,473

      その他 -

      徴収不能引当金 -866

  流動資産 230,309

    現金預金 69,641

    未収金 80,660

    短期貸付金 5,144

    基金 74,937

      財政調整基金 25,514

      減債基金 49,422

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -73 純資産合計 2,961,679

資産合計 4,772,065 負債及び純資産合計 4,772,065

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 4,081

純行政コスト 955,875

    その他 4

  臨時利益 5,085

    資産売却益 1,004

    資産除売却損 3,434

    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 923,296

  臨時損失 37,664

    災害復旧事業費 34,226

  経常収益 33,293

    使用料及び手数料 15,337

    その他 17,956

      社会保障給付 26,480

      他会計への繰出金 24,422

      その他 400

        その他 8,723

    移転費用 474,517

      補助金等 423,214

      その他の業務費用 18,657

        支払利息 9,216

        徴収不能引当金繰入額 718

        維持補修費 26,519

        減価償却費 121,192

        その他 -

        その他 4,089

      物件費等 217,700

        物件費 69,989

        職員給与費 213,523

        賞与等引当金繰入額 18,637

        退職手当引当金繰入額 9,467

  経常費用 956,589

    業務費用 482,072

      人件費 245,716

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



【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 3,021,090 4,687,794 -1,666,704

  純行政コスト（△） -955,875 -955,875

  財源 901,252 901,252

    税収等 607,484 607,484

    国県等補助金 293,768 293,768

  本年度差額 -54,623 -54,623

  固定資産等の変動（内部変動） -61,334 61,334

    有形固定資産等の増加 125,606 -125,606

    有形固定資産等の減少 -156,536 156,536

    貸付金・基金等の増加 229,844 -229,844

    貸付金・基金等の減少 -260,248 260,248

  資産評価差額 -107 -107

  無償所管換等 -4,422 -4,422

  その他 -258 -93 -164

  本年度純資産変動額 -59,410 -65,957 6,546

本年度末純資産残高 2,961,679 4,621,837 -1,660,158

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



【様式第4号】

（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 3,596

本年度歳計外現金増減額 -501

本年度末歳計外現金残高 3,095

本年度末現金預金残高 69,641

    その他の収入 150

財務活動収支 -6

本年度資金収支額 -1,524

前年度末資金残高 68,070

本年度末資金残高 66,546

  財務活動支出 143,587

    地方債償還支出 143,437

    その他の支出 150

  財務活動収入 143,581

    地方債発行収入 143,431

    貸付金元金回収収入 73,550

    資産売却収入 1,374

    その他の収入 1,043

投資活動収支 68,317

【財務活動収支】

    貸付金支出 72,145

    その他の支出 3,352

  投資活動収入 374,435

    国県等補助金収入 128,233

    基金取崩収入 170,235

【投資活動収支】

  投資活動支出 306,118

    公共施設等整備費支出 92,928

    基金積立金支出 137,682

    投資及び出資金支出 12

  臨時支出 35,363

    災害復旧事業費支出 34,226

    その他の支出 1,137

  臨時収入 32,763

業務活動収支 -69,834

  業務収入 815,824

    税収等収入 642,917

    国県等補助金収入 139,987

    使用料及び手数料収入 15,336

    その他の収入 17,583

    移転費用支出 474,517

      補助金等支出 423,214

      社会保障給付支出 26,480

      他会計への繰出支出 24,422

      その他の支出 400

    業務費用支出 408,541

      人件費支出 259,803

      物件費等支出 96,753

      支払利息支出 9,216

      その他の支出 42,768

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 883,057



（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 4,624,413   固定負債 1,678,132

    有形固定資産 3,587,682     地方債 1,425,730

      事業用資産 608,499     長期未払金 188

        土地 239,620     退職手当引当金 227,512

        立木竹 828     損失補償等引当金 15,255

        建物 729,018     その他 9,446

        建物減価償却累計額 -409,889   流動負債 196,020

        工作物 68,923     １年内償還予定地方債 172,601

        工作物減価償却累計額 -46,070     未払金 1,327

        船舶 4,443     未払費用 30

        船舶減価償却累計額 -1,215     前受金 0

        浮標等 277     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -183     賞与等引当金 18,944

        航空機 750     預り金 3,105

        航空機減価償却累計額 -750     その他 12

        その他 7 負債合計 1,874,152

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,741   固定資産等形成分 4,704,132

      インフラ資産 2,959,150   余剰分（不足分） -1,711,603

        土地 490,726

        建物 14,368

        建物減価償却累計額 -7,725

        工作物 5,242,534

        工作物減価償却累計額 -2,972,958

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 192,206

      物品 66,804

      物品減価償却累計額 -46,772

    無形固定資産 4,739

      ソフトウェア 216

      その他 4,524

    投資その他の資産 1,031,992

      投資及び出資金 106,493

        有価証券 7,769

        出資金 98,724

        その他 -

      投資損失引当金 -11,238

      長期延滞債権 6,585

      長期貸付金 153,879

      基金 777,140

        減債基金 85,966

        その他 691,174

      その他 20

      徴収不能引当金 -887

  流動資産 242,268

    現金預金 77,372

    未収金 81,520

    短期貸付金 4,782

    基金 74,937

      財政調整基金 25,514

      減債基金 49,422

    棚卸資産 3,355

    その他 374

    徴収不能引当金 -73 純資産合計 2,992,529

資産合計 4,866,680 負債及び純資産合計 4,866,680

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 1,115,871

    業務費用 493,457

      人件費 250,032

        職員給与費 217,396

        賞与等引当金繰入額 18,931

        退職手当引当金繰入額 9,560

        その他 4,145

      物件費等 223,515

        物件費 72,556

        維持補修費 27,304

        減価償却費 123,030

        その他 624

      その他の業務費用 19,911

        支払利息 9,745

        徴収不能引当金繰入額 718

        その他 9,448

    移転費用 622,414

      補助金等 590,888

      社会保障給付 26,480

      他会計への繰出金 -

      その他 5,046

  経常収益 41,094

    使用料及び手数料 21,323

    その他 19,771

純経常行政コスト 1,074,777

  臨時損失 37,697

    災害復旧事業費 34,226

    資産除売却損 3,434

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,139

純行政コスト 1,107,266

    その他 36

  臨時利益 5,208

    資産売却益 1,069



（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 3,042,964 4,762,032 -1,719,068

  純行政コスト（△） -1,107,266 -1,107,266

  財源 1,058,329 1,058,329

    税収等 704,898 704,898

    国県等補助金 353,432 353,432

  本年度差額 -48,936 -48,936

  固定資産等の変動（内部変動） -57,090 57,090

    有形固定資産等の増加 131,739 -131,739

    有形固定資産等の減少 -158,516 158,516

    貸付金・基金等の増加 230,032 -230,032

    貸付金・基金等の減少 -260,345 260,345

  資産評価差額 -107 -107

  無償所管換等 -610 -610

  その他 -782 -93 -689

  本年度純資産変動額 -50,435 -57,900 7,465

本年度末純資産残高 2,992,529 4,704,132 -1,711,603

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



（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,042,181

    業務費用支出 419,767

      人件費支出 263,970

      物件費等支出 101,320

      支払利息支出 9,745

      その他の支出 44,732

    移転費用支出 622,414

      補助金等支出 590,888

      社会保障給付支出 26,480

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 5,046

  業務収入 978,125

    税収等収入 739,169

    国県等補助金収入 199,098

    使用料及び手数料収入 21,314

    その他の収入 18,544

  臨時支出 35,396

    災害復旧事業費支出 34,226

    その他の支出 1,170

  臨時収入 32,821

業務活動収支 -66,630

【投資活動収支】

  投資活動支出 313,096

    公共施設等整備費支出 99,550

    基金積立金支出 138,128

    投資及び出資金支出 12

    貸付金支出 72,055

    その他の支出 3,352

  投資活動収入 375,530

    国県等補助金収入 128,931

    基金取崩収入 170,621

    貸付金元金回収収入 73,554

    資産売却収入 1,376

    その他の収入 1,048

投資活動収支 62,434

【財務活動収支】

  財務活動支出 150,646

    地方債償還支出 150,268

    その他の支出 378

  財務活動収入 152,790

    地方債発行収入 151,310

前年度末歳計外現金残高 3,596

本年度歳計外現金増減額 -501

本年度末歳計外現金残高 3,095

本年度末現金預金残高 77,372

    その他の収入 1,480

財務活動収支 2,145

本年度資金収支額 -2,051

前年度末資金残高 76,328

本年度末資金残高 74,277



（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 4,738,611   固定負債 1,782,216

    有形固定資産 3,731,121     地方債等 1,442,777

      事業用資産 735,962     長期未払金 2,168

        土地 254,813     退職手当引当金 229,195

        土地減損損失累計額 -39     損失補償等引当金 332

        立木竹 50,817     その他 107,744

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 215,398

        建物 816,468     １年内償還予定地方債等 175,360

        建物減価償却累計額 -442,600     未払金 10,825

        建物減損損失累計額 -3     未払費用 778

        工作物 76,656     前受金 87

        工作物減価償却累計額 -49,223     前受収益 0

        工作物減損損失累計額 -9     賞与等引当金 20,108

        船舶 4,443     預り金 3,653

        船舶減価償却累計額 -1,215     その他 4,586

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,997,614

        浮標等 277 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -183   固定資産等形成分 4,814,471

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,797,410

        航空機 750   他団体出資等分 14,590

        航空機減価償却累計額 -750

        航空機減損損失累計額 -

        その他 21

        その他減価償却累計額 -9

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,749

      インフラ資産 2,959,150

        土地 490,726

        土地減損損失累計額 -

        建物 14,368

        建物減価償却累計額 -7,725

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,242,534

        工作物減価償却累計額 -2,972,958

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 192,206

      物品 115,014

      物品減価償却累計額 -79,006

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 5,669

      ソフトウェア 1,077

      その他 4,592

    投資その他の資産 1,001,821

      投資及び出資金 20,903

        有価証券 9,742

        出資金 11,161

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,585

      長期貸付金 34,988

      基金 938,521

        減債基金 85,966

        その他 852,555

      その他 3,164

      徴収不能引当金 -2,339

  流動資産 290,654

    現金預金 115,656

    未収金 91,931

    短期貸付金 924

    基金 74,937

      財政調整基金 25,514

      減債基金 49,422

    棚卸資産 3,722

    その他 3,759

    徴収不能引当金 -275

  繰延資産 - 純資産合計 3,031,651

資産合計 5,029,265 負債及び純資産合計 5,029,265

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 2,295

純行政コスト 1,118,586

    その他 7,753

  臨時利益 3,364

    資産売却益 1,069

    資産除売却損 3,482

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 16

純経常行政コスト 1,076,474

  臨時損失 45,477

    災害復旧事業費 34,226

  経常収益 97,489

    使用料及び手数料 60,751

    その他 36,738

      社会保障給付 26,480

      他会計への繰出金 -

      その他 5,330

        その他 17,840

    移転費用 601,006

      補助金等 569,197

      その他の業務費用 28,756

        支払利息 10,159

        徴収不能引当金繰入額 756

        維持補修費 30,006

        減価償却費 130,100

        その他 2,251

        その他 8,744

      物件費等 261,044

        物件費 98,687

        職員給与費 244,850

        賞与等引当金繰入額 19,956

        退職手当引当金繰入額 9,607

  経常費用 1,173,962

    業務費用 572,956

      人件費 283,157

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

科目名 金額



（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 3,084,960 4,873,186 -1,802,448 14,222

  純行政コスト（△） -1,118,586 -1,117,705 -881

  財源 1,068,495 1,067,247 1,248

    税収等 712,833 712,682 151

    国県等補助金 355,662 354,565 1,097

  本年度差額 -50,091 -50,458 367

  固定資産等の変動（内部変動） -57,452 57,452

    有形固定資産等の増加 140,621 -140,621

    有形固定資産等の減少 -179,765 179,765

    貸付金・基金等の増加 257,429 -257,429

    貸付金・基金等の減少 -275,738 275,738

  資産評価差額 -88 -88

  無償所管換等 -610 -610

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -2,521 -564 -1,957

  本年度純資産変動額 -53,309 -58,714 5,038 367

本年度末純資産残高 3,031,651 4,814,471 -1,797,410 14,590

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
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