
（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,692,774 ※ 固定負債 1,879,181

有形固定資産 2,051,785 ※ 地方債等 1,522,261
事業用資産 517,592 ※ 長期未払金 11,654

土地 198,759 退職手当引当金 182,763
土地減損損失累計額 △ 25 損失補償等引当金 16
立木竹 27,566 その他 162,487
立木竹減損損失累計額 △ 15,973 流動負債 245,266
建物 632,271 1年内償還予定地方債等 200,316
建物減価償却累計額 △ 359,736 未払金 13,638
建物減損損失累計額 △ 223 未払費用 333
工作物 45,894 前受金 4,647
工作物減価償却累計額 △ 28,397 前受収益 1,552
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 16,880
船舶 5,777 預り金 4,161
船舶減価償却累計額 △ 4,487 その他 3,739
浮標等 55 2,124,447
浮標等減価償却累計額 △ 38 【純資産の部】
航空機 - 固定資産等形成分 2,737,141 ※

航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 1,917,113 ※

その他 39 他団体出資等分 7,707
その他減価償却累計額 △ 4
建設仮勘定 16,115

インフラ資産 1,505,317
土地 336,724
建物 84,908
建物減価償却累計額 △ 41,965
工作物 1,748,217
工作物減価償却累計額 △ 865,408
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 242,841

物品 133,371
物品減価償却累計額 △ 104,494
物品減損損失累計額 △ 1

無形固定資産 61,281
ソフトウェア 2,490
その他 58,791

投資その他の資産 579,709 ※

投資及び出資金 42,219
有価証券 34,250
出資金 7,968
その他 1

長期延滞債権 5,500
長期貸付金 54,437
基金 387,296

減債基金 110,287
その他 277,009

その他 94,425
徴収不能引当金 △ 4,169

流動資産 259,392 ※

現金預金 171,998
未収金 9,625
短期貸付金 1,435
基金 42,931

財政調整基金 23,188
減債基金 19,743

棚卸資産 19,726
その他 13,938
徴収不能引当金 △ 260

繰延資産 16 827,735
2,952,182 2,952,182

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：百万円）

経常費用 948,847 ※

業務費用 402,817 ※

人件費 225,986
職員給与費 197,062
賞与等引当金繰入額 16,880
退職手当引当金繰入額 8,245
その他 3,799

物件費等 147,244 ※

物件費 68,937
維持補修費 12,510
減価償却費 62,950
その他 2,846

その他の業務費用 29,587
支払利息 9,820
徴収不能引当金繰入額 1,870
その他 17,897

移転費用 546,030 ※

補助金等 529,263
社会保障給付 13,177
他会計への繰出金 3,046
その他 543

経常収益 87,747
使用料及び手数料 36,720
その他 51,027

純経常行政コスト 861,100
臨時損失 105,615 ※

災害復旧事業費 88,544
資産除売却損 16,520
損失補償等引当金繰入額 -
その他 552

臨時利益 1,038
資産売却益 352
その他 686

純行政コスト 965,676 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：百万円）

前年度末純資産残高 801,682 2,851,966 △ 2,058,022 7,738

純行政コスト（△） △ 965,676 △ 964,994 △ 682

財源 991,150 990,479 671

税収等 621,973 621,906 67

国県等補助金 369,177 368,573 604

本年度差額 25,474 25,485 △ 11

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 △ 427 -

無償所管換等 1,344 -

他団体出資等分の増加 112 112

他団体出資等分の減少 △ 56 △ 56

比例連結割合変更に伴う差額 △ 76 △ 76

その他 △ 319 - -

本年度純資産変動額 26,053 ※ △ 114,825 140,909 △ 30 ※

本年度末純資産残高 827,735 2,737,141 △ 1,917,113 7,707 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
△ 22,834

191,914
△ 29

169,052 ※

前年度末歳計外現金残高 3,407
本年度歳計外現金増減額 △ 461
本年度末歳計外現金残高 2,946
本年度末現金預金残高 171,998

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額

省略


