
（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 856,821   固定負債 643,230

    有形固定資産 730,738     地方債 565,792

      事業用資産 189,332     長期未払金 224

        土地 62,133     退職手当引当金 71,503

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 5,710

        建物 275,537     その他 -

        建物減価償却累計額 -158,430   流動負債 79,377

        工作物 7,996     １年内償還予定地方債 64,982

        工作物減価償却累計額 -6,609     未払金 94

        船舶 3,100     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 -

        浮標等 46     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 5,047

        航空機 2,159     預り金 901

        航空機減価償却累計額 -1,727     その他 8,353

        その他 0 負債合計 722,607

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 927   固定資産等形成分 879,040

      インフラ資産 535,647   余剰分（不足分） -713,820

        土地 24,897

        建物 4,718

        建物減価償却累計額 -3,275

        工作物 2,224,597

        工作物減価償却累計額 -1,741,711

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 26,420

      物品 21,299

      物品減価償却累計額 -15,539

    無形固定資産 764

      ソフトウェア 763

      その他 1

    投資その他の資産 125,319

      投資及び出資金 39,986

        有価証券 715

        出資金 39,271

        その他 -

      投資損失引当金 -9,250

      長期延滞債権 2,530

      長期貸付金 53,224

      基金 39,873

        減債基金 3,905

        その他 35,968

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,044

  流動資産 31,006

    現金預金 8,480

    未収金 316

    短期貸付金 4,466

    基金 17,753

      財政調整基金 4,003

      減債基金 13,750

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9 純資産合計 165,220

資産合計 887,827 負債及び純資産合計 887,827

一般会計等 貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



（単位：百万円）

一般会計等 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 279,903

    業務費用 185,086

      人件費 90,073

        職員給与費 75,552

        賞与等引当金繰入額 5,047

        退職手当引当金繰入額 5,360

        その他 4,114

      物件費等 79,492

        物件費 30,843

        維持補修費 13,910

        減価償却費 34,740

        その他 -

      その他の業務費用 15,520

        支払利息 5,347

        徴収不能引当金繰入額 38

        その他 10,136

    移転費用 94,817

      補助金等 87,056

      社会保障給付 2,816

      他会計への繰出金 3,236

      その他 1,709

  経常収益 13,308

    使用料及び手数料 4,162

    その他 9,147

純経常行政コスト 266,595

  臨時損失 10,935

    災害復旧事業費 7,932

    資産除売却損 1,342

    投資損失引当金繰入額 1,226

    損失補償等引当金繰入額 161

    その他 338

純行政コスト 276,389

    その他 274

  臨時利益 1,141

    資産売却益 803



（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 169,888 899,932 -730,044

  純行政コスト（△） -276,389 -276,389

  財源 272,631 272,631

    税収等 221,196 221,196

    国県等補助金 51,435 51,435

  本年度差額 -3,758 -3,758

  固定資産等の変動（内部変動） -20,338 20,338

    有形固定資産等の増加 28,501 -28,501

    有形固定資産等の減少 -36,920 36,920

    貸付金・基金等の増加 6,531 -6,531

    貸付金・基金等の減少 -18,450 18,450

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 -552 -552

  その他 -357 0 -357

  本年度純資産変動額 -4,669 -20,892 16,223

本年度末純資産残高 165,220 879,040 -713,820

一般会計等 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）

一般会計等 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 247,122

    業務費用支出 152,162

      人件費支出 91,965

      物件費等支出 44,842

      支払利息支出 5,347

      その他の支出 10,008

    移転費用支出 94,960

      補助金等支出 87,199

      社会保障給付支出 2,816

      他会計への繰出支出 3,236

      その他の支出 1,709

  業務収入 256,674

    税収等収入 220,753

    国県等補助金収入 22,690

    使用料及び手数料収入 4,165

    その他の収入 9,066

  臨時支出 7,932

    災害復旧事業費支出 7,932

    その他の支出 -

  臨時収入 4,345

業務活動収支 5,966

【投資活動収支】

  投資活動支出 34,655

    公共施設等整備費支出 28,501

    基金積立金支出 3,139

    投資及び出資金支出 311

    貸付金支出 2,705

    その他の支出 -

  投資活動収入 43,108

    国県等補助金収入 24,400

    基金取崩収入 11,677

    貸付金元金回収収入 4,899

    資産売却収入 1,641

    その他の収入 491

投資活動収支 8,453

【財務活動収支】

  財務活動支出 68,008

    地方債償還支出 68,008

    その他の支出 -

  財務活動収入 54,880

    地方債発行収入 54,880

前年度末歳計外現金残高 521

本年度歳計外現金増減額 380

本年度末歳計外現金残高 901

本年度末現金預金残高 8,480

    その他の収入 -

財務活動収支 -13,129

本年度資金収支額 1,290

前年度末資金残高 6,288

本年度末資金残高 7,578


