
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 10,554   固定負債 3,798

    有形固定資産 8,975     地方債 3,239

      事業用資産 6,756     長期未払金 -

        土地 398     退職手当引当金 559

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 12,557     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,453   流動負債 351

        工作物 779     １年内償還予定地方債 313

        工作物減価償却累計額 -267     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 34

        航空機 -     預り金 4

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,148

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 246   固定資産等形成分 12,052

      インフラ資産 2,131   余剰分（不足分） -4,065

        土地 4

        建物 60

        建物減価償却累計額 -36

        工作物 12,435

        工作物減価償却累計額 -10,341

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10

      物品 626

      物品減価償却累計額 -539

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,579

      投資及び出資金 515

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 437

      投資損失引当金 -375

      長期延滞債権 28

      長期貸付金 -

      基金 1,413

        減債基金 -

        その他 1,413

      その他 -

      徴収不能引当金 -3

  流動資産 1,581

    現金預金 75

    未収金 9

    短期貸付金 -

    基金 1,498

      財政調整基金 1,002

      減債基金 496

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1 純資産合計 7,987

資産合計 12,135 負債及び純資産合計 12,135

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

    その他 -

純行政コスト 3,333

    その他 -

  臨時利益 10

    資産売却益 10

    資産除売却損 191

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,153

  臨時損失 191

    災害復旧事業費 -

  経常収益 159

    使用料及び手数料 73

    その他 86

      社会保障給付 233

      他会計への繰出金 314

      その他 14

        その他 17

    移転費用 1,470

      補助金等 909

      その他の業務費用 43

        支払利息 21

        徴収不能引当金繰入額 4

        維持補修費 72

        減価償却費 441

        その他 -

        その他 56

      物件費等 1,319

        物件費 806

        職員給与費 412

        賞与等引当金繰入額 34

        退職手当引当金繰入額 -22

  経常費用 3,312

    業務費用 1,842

      人件費 480

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 7,832 11,659 -3,826

  純行政コスト（△） -3,333 -3,333

  財源 3,329 3,329

    税収等 2,258 2,258

    国県等補助金 1,071 1,071

  本年度差額 -5 -5

  固定資産等の変動（内部変動） 234 -234

    有形固定資産等の増加 1,962 -1,962

    有形固定資産等の減少 -1,621 1,621

    貸付金・基金等の増加 159 -159

    貸付金・基金等の減少 -267 267

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 159 159

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 154 393 -239

本年度末純資産残高 7,987 12,052 -4,065

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 4

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 4

本年度末現金預金残高 75

    その他の収入 -

財務活動収支 272

本年度資金収支額 8

前年度末資金残高 64

本年度末資金残高 72

  財務活動支出 315

    地方債償還支出 315

    その他の支出 -

  財務活動収入 587

    地方債発行収入 587

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 10

    その他の収入 -

投資活動収支 -311

【財務活動収支】

    貸付金支出 12

    その他の支出 -

  投資活動収入 789

    国県等補助金収入 546

    基金取崩収入 221

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,100

    公共施設等整備費支出 974

    基金積立金支出 114

    投資及び出資金支出 0

  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 47

  業務収入 2,937

    税収等収入 2,253

    国県等補助金収入 525

    使用料及び手数料収入 74

    その他の収入 85

    移転費用支出 1,470

      補助金等支出 909

      社会保障給付支出 233

      他会計への繰出支出 314

      その他の支出 14

    業務費用支出 1,420

      人件費支出 504

      物件費等支出 878

      支払利息支出 21

      その他の支出 16

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 2,890



【様式第1号】

会計：全体会計 （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 11,414   固定負債 4,204

    有形固定資産 9,799     地方債等 3,412

      事業用資産 6,756     長期未払金 -

        土地 398     退職手当引当金 610

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 12,985     その他 182

        建物減価償却累計額 -7,881   流動負債 391

        工作物 779     １年内償還予定地方債等 329

        工作物減価償却累計額 -267     未払金 19

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 38

        航空機 -     預り金 4

        航空機減価償却累計額 -     その他 2

        その他 - 負債合計 4,595

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 246   固定資産等形成分 13,048

      インフラ資産 2,898   余剰分（不足分） -4,124

        土地 30   他団体出資等分 -

        建物 184

        建物減価償却累計額 -132

        工作物 14,563

        工作物減価償却累計額 -11,757

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10

      物品 837

      物品減価償却累計額 -692

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,615

      投資及び出資金 466

        有価証券 -

        出資金 78

        その他 387

      投資損失引当金 -374

      長期延滞債権 52

      長期貸付金 -

      基金 1,477

        減債基金 -

        その他 1,477

      その他 0

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 2,105

    現金預金 419

    未収金 55

    短期貸付金 -

    基金 1,634

      財政調整基金 1,138

      減債基金 496

    棚卸資産 3

    その他 -

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 - 純資産合計 8,924

資産合計 13,519 負債及び純資産合計 13,519

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

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

  経常費用 4,418

    業務費用 2,051

      人件費 513

        職員給与費 458

        賞与等引当金繰入額 38

        退職手当引当金繰入額 -41

        その他 59

      物件費等 1,449

        物件費 871

        維持補修費 81

        減価償却費 497

        その他 -

      その他の業務費用 89

        支払利息 25

        徴収不能引当金繰入額 9

        その他 55

    移転費用 2,366

      補助金等 2,118

      社会保障給付 234

      その他 14

  経常収益 250

    使用料及び手数料 150

    その他 101

純経常行政コスト 4,167

  臨時損失 192

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 192

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10

    資産売却益 10

    その他 -

純行政コスト 4,349



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 8,791 12,836 -4,045 -

  純行政コスト（△） -4,349 -4,349 -

  財源 4,482 4,482 -

    税収等 2,749 2,749 -

    国県等補助金 1,733 1,733 -

  本年度差額 133 133 -

  固定資産等の変動（内部変動） 212 -212

    有形固定資産等の増加 2,094 -2,094

    有形固定資産等の減少 -1,780 1,780

    貸付金・基金等の増加 249 -249

    貸付金・基金等の減少 -351 351

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 0 - 0

  本年度純資産変動額 133 212 -79 -

本年度末純資産残高 8,924 13,048 -4,124 -

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



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

3,955

      その他の支出 52

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

  業務収入 4,156

    業務費用支出 1,589

      人件費支出 558

      物件費等支出 954

      支払利息支出 25

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,366

      補助金等支出 2,118

      社会保障給付支出 234

      その他の支出 14

【投資活動収支】

    税収等収入 2,730

    国県等補助金収入 1,188

    使用料及び手数料収入 141

    その他の収入 97

    貸付金支出 12

    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 201

    貸付金元金回収収入 12

  投資活動支出 1,191

    公共施設等整備費支出 1,003

    基金積立金支出 176

    投資及び出資金支出 0

  財務活動支出 379

    その他の支出 -

  投資活動収入 863

    国県等補助金収入 546

    基金取崩収入 277

    その他の収入 -

    資産売却収入 9

    その他の収入 19

投資活動収支 -328

【財務活動収支】

本年度末資金残高 416

    地方債等償還支出 379

    その他の支出 -

  財務活動収入 590

    地方債等発行収入 590

本年度末現金預金残高 419

財務活動収支 211

本年度資金収支額 84

前年度末資金残高 332

比例連結割合変更に伴う差額 -

前年度末歳計外現金残高 4

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 4



【様式第1号】

会計：連結会計 （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 12,270   固定負債 4,798

    有形固定資産 10,519     地方債等 3,554

      事業用資産 7,337     長期未払金 -

        土地 453     退職手当引当金 929

        立木竹 496     損失補償等引当金 -

        建物 15,382     その他 315

        建物減価償却累計額 -9,793   流動負債 567

        工作物 834     １年内償還予定地方債等 362

        工作物減価償却累計額 -309     未払金 44

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 76

        航空機 -     預り金 14

        航空機減価償却累計額 -     その他 71

        その他 235 負債合計 5,365

        その他減価償却累計額 -208 【純資産の部】

        建設仮勘定 246   固定資産等形成分 13,929

      インフラ資産 2,954   余剰分（不足分） -4,713

        土地 31   他団体出資等分 -

        建物 267

        建物減価償却累計額 -162

        工作物 14,564

        工作物減価償却累計額 -11,758

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 11

      物品 1,193

      物品減価償却累計額 -965

    無形固定資産 0

      ソフトウェア 0

      その他 0

    投資その他の資産 1,751

      投資及び出資金 29

        有価証券 0

        出資金 29

        その他 -

      長期延滞債権 52

      長期貸付金 5

      基金 1,668

        減債基金 -

        その他 1,668

      その他 2

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 2,311

    現金預金 534

    未収金 113

    短期貸付金 -

    基金 1,659

      財政調整基金 1,163

      減債基金 496

    棚卸資産 11

    その他 0

    徴収不能引当金 -6

  繰延資産 - 純資産合計 9,216

資産合計 14,582 負債及び純資産合計 14,582

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

    その他 2

純行政コスト 5,327

    その他 -

  臨時利益 12

    資産売却益 10

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 197

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 279

純経常行政コスト 5,142

  臨時損失 197

      その他 15

  経常収益 783

    使用料及び手数料 504

    移転費用 2,764

      補助金等 1,544

      社会保障給付 1,205

        支払利息 29

        徴収不能引当金繰入額 9

        その他 208

        減価償却費 563

        その他 60

      その他の業務費用 246

      物件費等 1,799

        物件費 1,086

        維持補修費 89

        賞与等引当金繰入額 60

        退職手当引当金繰入額 -25

        その他 157

    業務費用 3,161

      人件費 1,116

        職員給与費 925

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

  経常費用 5,925



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 9,128 13,722 -4,594 -

  純行政コスト（△） -5,327 -5,327 -

  財源 5,402 5,402 -

    税収等 3,200 3,200 -

    国県等補助金 2,203 2,203 -

  本年度差額 76 76 -

  固定資産等の変動（内部変動） 171 -171

    有形固定資産等の増加 2,139 -2,139

    有形固定資産等の減少 -1,850 1,850

    貸付金・基金等の増加 281 -281

    貸付金・基金等の減少 -399 399

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 13 37 -24 -

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 88 207 -119 -

本年度末純資産残高 9,216 13,929 -4,713 -

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

前年度末資金残高 437

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 527

本年度歳計外現金増減額 1

本年度末歳計外現金残高 8

本年度末現金預金残高 534

    地方債等発行収入 675

    その他の収入 0

前年度末歳計外現金残高 6

財務活動収支 212

本年度資金収支額 89

    地方債等償還支出 462

    その他の支出 1

  財務活動収入 675

投資活動収支 -366

【財務活動収支】

  財務活動支出 463

    貸付金元金回収収入 12

    資産売却収入 9

    その他の収入 19

  投資活動収入 907

    国県等補助金収入 552

    基金取崩収入 314

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 13

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,273

    公共施設等整備費支出 1,053

    基金積立金支出 207

  臨時収入 0

業務活動収支 243

【投資活動収支】

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,650

    使用料及び手数料収入 506

    その他の収入 276

      その他の支出 15

  業務収入 5,609

    税収等収入 3,178

    移転費用支出 2,764

      補助金等支出 1,544

      社会保障給付支出 1,205

      物件費等支出 1,240

      支払利息支出 29

      その他の支出 204

  業務支出 5,367

    業務費用支出 2,603

      人件費支出 1,130

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】


