
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,326,449 固定負債 1,225,496

有形固定資産 1,199,594 地方債等 1,050,042
事業用資産 385,199 長期未払金 33,944

土地 202,530 退職手当引当金 130,131
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 2,845
立木竹 16,376 その他 8,534
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 95,321
建物 394,371 1年内償還予定地方債等 69,717
建物減価償却累計額 △ 236,289 未払金 7,021
建物減損損失累計額 - 未払費用 1,713
工作物 20,237 前受金 40
工作物減価償却累計額 △ 16,903 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 12,754
船舶 5,514 預り金 2,563
船舶減価償却累計額 △ 2,010 その他 1,513
船舶減損損失累計額 - 1,320,817
浮標等 283 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 △ 220 固定資産等形成分 1,357,169
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,277,922
航空機 1,082
航空機減価償却累計額 △ 1,081
航空機減損損失累計額 -
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 1,309

インフラ資産 786,920
土地 40,832
土地減損損失累計額 -
建物 9,288
建物減価償却累計額 △ 4,464
建物減損損失累計額 -
工作物 1,308,591
工作物減価償却累計額 △ 607,256
工作物減損損失累計額 -
その他 1
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 39,928

物品 78,985
物品減価償却累計額 △ 51,510
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 1,315
ソフトウェア 700
その他 615

投資その他の資産 125,539
投資及び出資金 55,023

有価証券 1,958
出資金 53,064
その他 0

投資損失引当金 △ 11,981
長期延滞債権 7,102
長期貸付金 27,763
基金 47,906

減債基金 9,333
その他 38,572

その他 82
徴収不能引当金 △ 355

流動資産 73,615
現金預金 35,270
未収金 6,584
短期貸付金 1,010
基金 29,710

財政調整基金 19,714
減債基金 9,995

棚卸資産 118
その他 1,103
徴収不能引当金 △ 179

繰延資産 - 79,247

1,400,064 1,400,064
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表 （平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



全体行政コスト計算書　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：百万円）

経常費用 590,051

業務費用 320,299

人件費 176,959

職員給与費 148,832

賞与等引当金繰入額 12,740

退職手当引当金繰入額 10,806

その他 4,581

物件費等 131,012

物件費 37,369

維持補修費 21,924

減価償却費 38,315

その他 33,404

その他の業務費用 12,328

支払利息 8,241

徴収不能引当金繰入額 361

その他 3,726

移転費用 269,752

補助金等 257,191

社会保障給付 9,287

他会計への繰出金 2,465

その他 808

経常収益 125,586

使用料及び手数料 30,927

その他 94,659

純経常行政コスト △ 464,466

臨時損失 6,311

災害復旧事業費 2,220

資産除売却損 2,552

投資損失引当金繰入額 473

損失補償等引当金繰入額 41

その他 1,025

臨時利益 1,486

資産売却益 862

その他 625

純行政コスト △ 469,290

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

全体純資産変動計算書　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
（単位：百万円）      

(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

科目 金額

前年度末純資産残高 83,160 1,366,913 △ 1,283,752

純行政コスト（△） △ 469,290 △ 469,290

財源 466,886 466,886

税収等 378,107 378,107

国県等補助金 88,779 88,779

本年度差額 △ 2,404 △ 2,404

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 △ 4

無償所管換等 △ 1,495

その他 △ 9

本年度純資産変動額 △ 3,913 △ 9,743 5,830

本年度末純資産残高 79,247 1,357,169 △ 1,277,922

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



全体資金収支計算書　（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 656,524

業務費用支出 308,722
人件費支出 180,572
物件費等支出 92,542
支払利息支出 9,399
その他の支出 26,208

移転費用支出 347,802
補助金等支出 257,191
社会保障給付支出 9,287
他会計への繰出支出 80,515
その他の支出 808

業務収入 684,054
税収等収入 480,160
国県等補助金収入 79,540
使用料及び手数料収入 30,907
その他の収入 93,447

臨時支出 3,824
災害復旧事業費支出 2,220
その他の支出 1,604

臨時収入 1,135
業務活動収支 24,842
【投資活動収支】

投資活動支出 47,428
公共施設等整備費支出 20,104
基金積立金支出 12,318
投資及び出資金支出 477
貸付金支出 14,530
その他の支出 -

投資活動収入 32,427
国県等補助金収入 8,071
基金取崩収入 3,348
貸付金元金回収収入 19,055
資産売却収入 1,611
その他の収入 342

投資活動収支 △ 15,001
【財務活動収支】

財務活動支出 124,445
地方債償還支出 122,936
その他の支出 1,509

財務活動収入 120,147
地方債発行収入 120,147
その他の収入 -

財務活動収支 △ 4,298
5,542

27,354
32,896

前年度末歳計外現金残高 2,298
本年度歳計外現金増減額 75
本年度末歳計外現金残高 2,373
本年度末現金預金残高 35,270
(注)百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額


