
（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 906,992   固定負債 695,152

    有形固定資産 791,384     地方債 607,459

      事業用資産 222,516     長期未払金 224

        土地 63,068     退職手当引当金 76,013

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 5,710

        建物 319,661     その他 5,746

        建物減価償却累計額 -171,063   流動負債 84,784

        工作物 8,900     １年内償還予定地方債 67,396

        工作物減価償却累計額 -6,949     未払金 2,003

        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 5,591

        航空機 2,159     預り金 908

        航空機減価償却累計額 -1,727     その他 8,885

        その他 58 負債合計 779,936

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,064   固定資産等形成分 926,377

      インフラ資産 556,609   余剰分（不足分） -755,416

        土地 27,336

        建物 5,252

        建物減価償却累計額 -3,561

        工作物 2,262,255

        工作物減価償却累計額 -1,762,172

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 27,499

      物品 36,512

      物品減価償却累計額 -24,253

    無形固定資産 3,258

      ソフトウェア 763

      その他 2,495

    投資その他の資産 112,349

      投資及び出資金 19,957

        有価証券 715

        出資金 19,242

        その他 -

      投資損失引当金 -908

      長期延滞債権 2,634

      長期貸付金 48,528

      基金 40,975

        減債基金 3,905

        その他 37,069

      その他 2,312

      徴収不能引当金 -1,148

  流動資産 43,906

    現金預金 17,224

    未収金 4,312

    短期貸付金 1,633

    基金 17,753

      財政調整基金 4,003

      減債基金 13,750

    棚卸資産 2,573

    その他 434

    徴収不能引当金 -22 純資産合計 170,961

資産合計 950,898 負債及び純資産合計 950,898

全体会計 貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



（単位：百万円）

全体会計 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 351,343

    業務費用 209,901

      人件費 101,554

        職員給与費 83,493

        賞与等引当金繰入額 5,521

        退職手当引当金繰入額 5,557

        その他 6,984

      物件費等 91,519

        物件費 40,180

        維持補修費 14,412

        減価償却費 36,926

        その他 -

      その他の業務費用 16,827

        支払利息 5,720

        徴収不能引当金繰入額 40

        その他 11,067

    移転費用 141,443

      補助金等 136,909

      社会保障給付 2,816

      他会計への繰出金 -

      その他 1,718

  経常収益 36,040

    使用料及び手数料 25,870

    その他 10,170

純経常行政コスト 315,304

  臨時損失 11,594

    災害復旧事業費 7,932

    資産除売却損 1,363

    投資損失引当金繰入額 789

    損失補償等引当金繰入額 161

    その他 486

純行政コスト 325,609

    その他 1,349

  臨時利益 1,289

    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 170,595 930,025 -759,430

  純行政コスト（△） -325,609 -340,399

  財源 323,291 323,291

    税収等 256,187 256,187

    国県等補助金 67,104 67,104

  本年度差額 -2,318 -2,318

  固定資産等の変動（内部変動） -2,440 2,440

    有形固定資産等の増加 48,083 -48,083

    有形固定資産等の減少 -40,070 40,070

    貸付金・基金等の増加 8,430 -8,430

    貸付金・基金等の減少 -18,882 18,882

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 9,969 9,969

  その他 -7,283 -11,175 3,892

  本年度純資産変動額 367 -3,648 4,014

本年度末純資産残高 170,961 926,377 -755,416

全体会計 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）

全体会計 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 318,080

    業務費用支出 176,495

      人件費支出 103,238

      物件費等支出 56,710

      支払利息支出 5,720

      その他の支出 10,827

    移転費用支出 141,585

      補助金等支出 137,052

      社会保障給付支出 2,816

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,718

  業務収入 329,016

    税収等収入 254,756

    国県等補助金収入 38,169

    使用料及び手数料収入 26,002

    その他の収入 10,089

  臨時支出 9,006

    災害復旧事業費支出 7,932

    その他の支出 1,075

  臨時収入 4,499

業務活動収支 6,429

【投資活動収支】

  投資活動支出 57,986

    公共施設等整備費支出 48,707

    基金積立金支出 3,271

    投資及び出資金支出 2

    貸付金支出 2,705

    その他の支出 3,300

  投資活動収入 44,572

    国県等補助金収入 24,595

    基金取崩収入 11,769

    貸付金元金回収収入 4,755

    資産売却収入 1,652

    その他の収入 1,801

投資活動収支 -13,414

【財務活動収支】

  財務活動支出 70,656

    地方債償還支出 70,645

    その他の支出 11

  財務活動収入 72,505

    地方債発行収入 72,505

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 17,224

    その他の収入 -

財務活動収支 1,849

本年度資金収支額 -5,136

前年度末資金残高 21,458

本年度末資金残高 16,322


