
（単位：百万円）

金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 16,983,450 固定負債 3,520,208
有形固定資産 15,180,956 地方債等 3,085,626

事業用資産 5,175,827 長期未払金 87,071
土地 3,960,383 退職手当引当金 243,704
土地減損損失累計額 -                           損失補償等引当金 29,793
立木竹 -                           その他 74,014
建物 2,534,767 流動負債 596,285
建物減価償却累計額 △ 1,379,165 1年内償還予定地方債等 473,845
建物減損損失累計額 -                           未払金 54,654
工作物 48,989 未払費用 -                            
工作物減価償却累計額 △ 35,765 前受金 2,111
船舶 2,880 前受収益 -                            
船舶減価償却累計額 △ 2,880 賞与等引当金 23,621
浮標等 626 預り金 34,492
浮標等減価償却累計額 △ 616 その他 7,563
航空機 1,973 4,116,492
航空機減価償却累計額 △ 1,973 【純資産の部】
その他 -                           固定資産等形成分 17,315,864
その他減価償却累計額 -                           余剰分（不足分） △ 3,623,560
建設仮勘定 46,608

インフラ資産 9,690,792
土地 7,509,825
建物 201,680
建物減価償却累計額 △ 116,172
工作物 3,924,027
工作物減価償却累計額 △ 2,069,413
その他 -                           
その他減価償却累計額 -                           
建設仮勘定 240,845

物品 819,214
物品減価償却累計額 △ 504,878
物品減損損失累計額 -                           

無形固定資産 34,428
ソフトウェア 10,288
その他 24,140

投資その他の資産 1,768,066
投資及び出資金 1,005,380

有価証券 757,992
出資金 247,388
その他 -                           

投資損失引当金 △ 40,169
長期延滞債権 28,742
長期貸付金 133,131
基金 682,428

減債基金 573,764
その他 108,664

その他 17,324
徴収不能引当金 △ 58,770

流動資産 825,346
現金預金 207,469
未収金 21,449
短期貸付金 8,927
基金 323,487

財政調整基金 160,431
減債基金 163,056

棚卸資産 258,374
その他 7,331
徴収不能引当金 △ 1,691

13,692,303

17,808,796 17,808,796

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

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 科目

負債合計



（単位：百万円）

経常費用 1,977,971

業務費用 750,938

人件費 315,431

職員給与費 277,037

賞与等引当金繰入額 22,934

退職手当引当金繰入額 4,653

その他 10,807

物件費等 392,832

物件費 174,022

維持補修費 53,594

減価償却費 162,130

その他 3,086

その他の業務費用 42,676

支払利息 42,045

徴収不能引当金繰入額 259

その他 371

移転費用 1,227,033

補助金等 677,832

社会保障給付 549,486

他会計への繰出金 -                           

その他 △ 286

経常収益 277,274

使用料及び手数料 178,012

その他 99,263

純経常行政コスト 1,700,697

臨時損失 40,628

災害復旧事業費 3,438

資産除売却損 20,359

投資損失引当金繰入額 -                           

損失補償等引当金繰入額 △ 1,858

その他 18,689

臨時利益 13,854

資産売却益 11,481

その他 2,373

純行政コスト 1,727,470
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

全体

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



(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 13,747,466 18,443,872 △ 4,696,406

純行政コスト（△） △ 1,727,470 △ 1,727,470

財源 1,882,025 1,882,025

税収等 1,092,244 1,092,244

国県等補助金 789,781 789,781

本年度差額 154,555 154,555

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 8,543

無償所管換等 11,734

その他 △ 229,995

本年度純資産変動額 △ 55,163 △ 1,128,008 1,072,845

本年度末純資産残高 13,692,303 17,315,864 △ 3,623,560

※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

全体

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



（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 1,888,271
業務費用支出 633,857

人件費支出 328,988
物件費等支出 259,093
支払利息支出 42,353
その他の支出 3,422

移転費用支出 1,254,414
補助金等支出 677,020
社会保障給付支出 549,486
他会計への繰出支出 -                             
その他の支出 27,907

業務収入 2,103,037
税収等収入 1,084,407
国県等補助金収入 742,542
使用料及び手数料収入 181,573
その他の収入 94,516

臨時支出 3,741
災害復旧事業費支出 3,142
その他の支出 599

臨時収入 70
業務活動収支 211,095
【投資活動収支】

投資活動支出 503,553
公共施設等整備費支出 103,113
基金積立金支出 263,726
投資及び出資金支出 130,698
貸付金支出 5,978
その他の支出 38

投資活動収入 731,156
国県等補助金収入 47,940
基金取崩収入 654,859
貸付金元金回収収入 4,415
資産売却収入 21,609
その他の収入 2,333

投資活動収支 227,603
【財務活動収支】

財務活動支出 839,847
地方債等償還支出 834,843
その他の支出 5,004

財務活動収入 256,272
地方債等発行収入 256,106
その他の収入 166

財務活動収支 △ 583,575
△ 144,877

302,396
157,519

前年度末歳計外現金残高 51,952
本年度歳計外現金増減額 △ 2,003
本年度末歳計外現金残高 49,950
本年度末現金預金残高 207,469
※百万円未満を四捨五入しているため、表中の内訳と合計が一致しない場合があります

※「－」は金額が存在しないもの、「0」は四捨五入の結果百万円未満のものを表しています

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体

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


