
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,046,233 ※ 固定負債 3,602,095

有形固定資産 3,150,178 ※ 地方債 3,216,550
事業用資産 883,660 長期未払金 6,553

土地 551,536 退職手当引当金 373,252
立木竹 10,874 損失補償等引当金 2,336
建物 782,699 その他 3,404
建物減価償却累計額 △ 494,108 流動負債 422,308
工作物 143,750 1年内償還予定地方債 380,807
工作物減価償却累計額 △ 116,971 未払金 657
船舶 3,709 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 3,709 前受金 -
浮標等 27 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 27 賞与等引当金 38,143
航空機 - 預り金 680
航空機減価償却累計額 - その他 2,021
その他 - 4,024,403
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 5,880 固定資産等形成分 4,138,239

インフラ資産 2,260,926 ※ 余剰分（不足分） △ 3,988,971
土地 961,911
建物 20,128
建物減価償却累計額 △ 11,840
工作物 2,367,621
工作物減価償却累計額 △ 1,249,107
その他 3,578
その他減価償却累計額 △ 3,176
建設仮勘定 171,812

物品 43,777
物品減価償却累計額 △ 38,185

無形固定資産 712
ソフトウェア 711
その他 1

投資その他の資産 895,343
投資及び出資金 135,199 ※

有価証券 55,329
出資金 79,871
その他 -

投資損失引当金 △ 22,234
長期延滞債権 13,065
長期貸付金 73,387
基金 697,189

減債基金 514,440
その他 182,749

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,264

流動資産 127,438
現金預金 29,322
未収金 6,142
短期貸付金 9,485
基金 82,521

財政調整基金 46,580
減債基金 35,941

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 32 149,268

4,173,671 4,173,671

※ 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

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）

経常費用 1,332,662 ※

業務費用 759,284 ※

人件費 527,878 ※

職員給与費 440,354
賞与等引当金繰入額 38,143
退職手当引当金繰入額 39,166
その他 10,216

物件費等 188,112 ※

物件費 75,355
維持補修費 45,903
減価償却費 64,247
その他 2,609

その他の業務費用 43,293 ※

支払利息 31,820
徴収不能引当金繰入額 871
その他 10,603

移転費用 573,378 ※

補助金等 491,038
社会保障給付 43,285
他会計への繰出金 34,838
その他 4,218

経常収益 64,072
使用料及び手数料 34,853
その他 29,219

純経常行政コスト 1,268,590
臨時損失 2,035 ※

災害復旧事業費 1,770
資産除売却損 256
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 8

臨時利益 97
資産売却益 22
その他 75

純行政コスト 1,270,527 ※

※ 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 129,130 4,088,090 △ 3,958,960

純行政コスト（△） △ 1,270,527 △ 1,270,527

財源 1,306,226 1,306,226

税収等 1,151,687 1,151,687

国県等補助金 154,539 154,539

本年度差額 35,699 35,699

固定資産等の変動（内部変動） 65,710 △ 65,710

有形固定資産等の増加 33,190 △ 33,190

有形固定資産等の減少 △ 64,590 64,590

貸付金・基金等の増加 218,440 △ 218,440

貸付金・基金等の減少 △ 121,330 121,330

資産評価差額 △ 2,379 △ 2,379

無償所管換等 △ 13,181 △ 13,181

その他 0 - 0

本年度純資産変動額 20,139 50,149 ※ △ 30,011

本年度末純資産残高 149,268 4,138,239 △ 3,988,971

※ 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 1,273,024 ※

業務費用支出 699,645 ※

人件費支出 535,903
物件費等支出 123,866
支払利息支出 31,820
その他の支出 8,057

移転費用支出 573,378 ※

補助金等支出 491,038
社会保障給付支出 43,285
他会計への繰出支出 34,838
その他の支出 4,218

業務収入 1,359,455
税収等収入 1,150,894
国県等補助金収入 145,540
使用料及び手数料収入 34,772
その他の収入 28,249

臨時支出 1,770
災害復旧事業費支出 1,770
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 84,661
【投資活動収支】

投資活動支出 371,492
公共施設等整備費支出 36,169
基金積立金支出 205,790
投資及び出資金支出 176
貸付金支出 129,357
その他の支出 -

投資活動収入 245,357 ※

国県等補助金収入 8,999
基金取崩収入 98,276
貸付金元金回収収入 136,878
資産売却収入 109
その他の収入 1,094

投資活動収支 △ 126,136 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 313,799

地方債償還支出 313,799
その他の支出 -

財務活動収入 352,860
地方債発行収入 352,860
その他の収入 -

財務活動収支 39,060 ※

△ 2,415
25,842
23,428 ※

前年度末歳計外現金残高 6,490
本年度歳計外現金増減額 △ 596
本年度末歳計外現金残高 5,895 ※

本年度末現金預金残高 29,322 ※

※ 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 5,547,097 ※ 固定負債 4,255,687 ※

有形固定資産 4,250,522 ※ 地方債等 3,461,912
事業用資産 1,130,641 ※ 長期未払金 94,816

土地 721,484 退職手当引当金 403,570
土地減損損失累計額 △ 342 損失補償等引当金 2,344
立木竹 10,874 その他 293,046
建物 879,414 流動負債 502,982 ※

建物減価償却累計額 △ 553,161 1年内償還予定地方債等 410,303
建物減損損失累計額 △ 162 未払金 35,107
工作物 207,320 未払費用 302
工作物減価償却累計額 △ 144,340 前受金 1,160
船舶 3,709 前受収益 472
船舶減価償却累計額 △ 3,709 賞与等引当金 40,797
浮標等 27 預り金 4,530
浮標等減価償却累計額 △ 27 その他 10,313
航空機 - 4,758,670 ※

航空機減価償却累計額 - 【純資産の部】
その他 974 固定資産等形成分 5,627,625
その他減価償却累計額 △ 885 余剰分（不足分） △ 4,405,447
建設仮勘定 9,467 他団体出資等分 6,727

インフラ資産 3,034,797 ※

土地 1,042,416
建物 91,061
建物減価償却累計額 △ 56,555
工作物 3,537,638
工作物減価償却累計額 △ 1,815,449
その他 3,612
その他減価償却累計額 △ 3,205
建設仮勘定 235,280

物品 290,480
物品減価償却累計額 △ 205,396

無形固定資産 223,018
ソフトウェア 2,549
その他 220,469

投資その他の資産 1,073,556 ※

投資及び出資金 231,577 ※

有価証券 236,557
出資金 △ 4,984
その他 3

長期延滞債権 13,457
長期貸付金 51,119
基金 774,404

減債基金 524,289
その他 250,115

その他 4,587
徴収不能引当金 △ 1,588

流動資産 439,498 ※

現金預金 250,433
未収金 28,261
短期貸付金 7,526
基金 82,775 ※

財政調整基金 46,835
減債基金 35,941

棚卸資産 62,608
その他 8,001
徴収不能引当金 △ 106

繰延資産 980 1,228,906 ※

5,987,575 5,987,575 ※

※ 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



（単位：百万円）

経常費用 2,033,638
業務費用 976,340 ※

人件費 571,258 ※

職員給与費 467,541
賞与等引当金繰入額 40,599
退職手当引当金繰入額 40,844
その他 22,275

物件費等 315,840
物件費 113,855
維持補修費 62,495
減価償却費 105,258
その他 34,232

その他の業務費用 89,242
支払利息 36,650
徴収不能引当金繰入額 947
その他 51,645

移転費用 1,057,297
補助金等 1,007,979
社会保障給付 41,118
他会計への繰出金 2,073
その他 6,127

経常収益 228,301
使用料及び手数料 141,491
その他 86,810

純経常行政コスト 1,805,337
臨時損失 2,602 ※

災害復旧事業費 1,770
資産除売却損 293
損失補償等引当金繰入額 -
その他 538

臨時利益 7,312
資産売却益 5,848
その他 1,464

純行政コスト 1,800,626 ※

※ 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 1,179,537 5,550,070 △ 4,377,952 7,419

純行政コスト（△） △ 1,800,626 △ 1,800,626 -

財源 1,822,849 1,822,849 -

税収等 1,521,544 1,521,544 -

国県等補助金 301,305 301,305 -

本年度差額 22,223 22,223 -

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 21,233

無償所管換等 1,388

他団体出資等分の増加 6 6

他団体出資等分の減少 △ 2 △ 2

比例連結割合変更に伴う差額 △ 696 △ 696

その他 5,217

本年度純資産変動額 49,369 77,555 △ 27,495 ※ △ 692

本年度末純資産残高 1,228,906 ※ 5,627,625 △ 4,405,447 6,727

※ 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


	【千葉県】財務書類（普通会計）
	【千葉県】財務書類（連結）

