
（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 1,006,596   固定負債 709,875

    有形固定資産 902,089     地方債等 625,632

      事業用資産 266,487     長期未払金 227

        土地 97,235     退職手当引当金 76,199

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 241

        建物 329,988     その他 7,577

        建物減価償却累計額 -174,345   流動負債 89,083

        工作物 9,356     １年内償還予定地方債等 69,507

        工作物減価償却累計額 -7,217     未払金 3,951

        船舶 3,100     未払費用 36

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 36

        浮標等 46     前受収益 18

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 5,612

        航空機 2,159     預り金 1,013

        航空機減価償却累計額 -1,727     その他 8,910

        その他 14,239 負債合計 798,957

        その他減価償却累計額 -11,700 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,154   固定資産等形成分 1,025,982

      インフラ資産 622,467   余剰分（不足分） -774,541

        土地 30,795   他団体出資等分 7,835

        建物 6,422

        建物減価償却累計額 -4,113

        工作物 2,403,489

        工作物減価償却累計額 -1,842,546

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,419

      物品 39,527

      物品減価償却累計額 -26,392

    無形固定資産 3,320

      ソフトウェア 798

      その他 2,522

    投資その他の資産 101,187

      投資及び出資金 7,468

        有価証券 716

        出資金 6,752

        その他 -

      長期延滞債権 2,635

      長期貸付金 15,307

      基金 74,596

        減債基金 3,905

        その他 70,691

      その他 2,329

      徴収不能引当金 -1,148

  流動資産 51,632

    現金預金 22,362

    未収金 4,647

    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 2,908

    その他 2,353

    徴収不能引当金 -22

  繰延資産 4 純資産合計 259,275

資産合計 1,058,233 負債及び純資産合計 1,058,233

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



（単位：百万円）

    資産売却益 821

    その他 590

純行政コスト 330,813

    損失補償等引当金繰入額 46

    その他 1,388

  臨時利益 1,412

  臨時損失 10,858

    災害復旧事業費 7,932

    資産除売却損 1,492

    使用料及び手数料 26,508

    その他 18,699

純経常行政コスト 321,367

      社会保障給付 2,816

      その他 1,916

  経常収益 45,206

        その他 11,557

    移転費用 140,561

      補助金等 135,829

      その他の業務費用 17,546

        支払利息 5,949

        徴収不能引当金繰入額 40

        維持補修費 15,029

        減価償却費 40,046

        その他 338

        その他 7,121

      物件費等 102,994

        物件費 47,582

        職員給与費 87,237

        賞与等引当金繰入額 5,529

        退職手当引当金繰入額 5,584

  経常費用 366,573

    業務費用 226,012

      人件費 105,471

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 258,397 1,028,958 -778,848 8,287

  純行政コスト（△） -330,813 -328,717 -2,096

  財源 326,745 325,102 1,644

    税収等 258,096 258,095 1

    国県等補助金 68,649 67,006 1,643

  本年度差額 -4,068 -3,615 -452

  固定資産等の変動（内部変動） -3,031 3,031

    有形固定資産等の増加 49,794 -49,794

    有形固定資産等の減少 -43,435 43,435

    貸付金・基金等の増加 15,097 -15,097

    貸付金・基金等の減少 -24,488 24,488

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 9,945 9,945

  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 -4,998 -9,889 4,891

  本年度純資産変動額 878 -2,976 4,306 -452

本年度末純資産残高 259,275 1,025,982 -774,541 7,835

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

省 略



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 532

本年度歳計外現金増減額 372

本年度末歳計外現金残高 904

本年度末現金預金残高 22,362

財務活動収支 3,080

本年度資金収支額 -5,193

前年度末資金残高 26,650

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 21,457

    地方債等償還支出 73,132

    その他の支出 160

  財務活動収入 76,372

    地方債等発行収入 75,509

    その他の収入 863

    資産売却収入 6,915

    その他の収入 1,866

投資活動収支 -14,848

【財務活動収支】

  財務活動支出 73,292

    その他の支出 3,301

  投資活動収入 47,157

    国県等補助金収入 24,739

    基金取崩収入 11,769

    貸付金元金回収収入 1,868

  投資活動支出 62,005

    公共施設等整備費支出 50,420

    基金積立金支出 3,271

    投資及び出資金支出 2,708

    貸付金支出 2,305

    災害復旧事業費支出 7,932

    その他の支出 1,127

  臨時収入 4,553

業務活動収支 6,576

【投資活動収支】

    税収等収入 255,756

    国県等補助金収入 39,320

    使用料及び手数料収入 26,646

    その他の収入 19,141

  臨時支出 9,058

    移転費用支出 140,735

      補助金等支出 135,973

      社会保障給付支出 2,816

      その他の支出 1,946

  業務収入 340,862

    業務費用支出 189,046

      人件費支出 107,143

      物件費等支出 64,330

      支払利息支出 5,949

      その他の支出 11,624

連結資金収支計算書
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 329,781


