
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 265,569,990,729   固定負債 102,219,107,992

    有形固定資産 252,483,364,413     地方債等 64,556,096,951

      事業用資産 76,714,791,096     長期未払金 -

        土地 43,112,156,213     退職手当引当金 8,327,593,597

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 91,271,155,877     その他 29,335,417,444

        建物減価償却累計額 -61,090,657,424   流動負債 9,869,413,593

        工作物 6,942,672,659     １年内償還予定地方債等 6,753,708,865

        工作物減価償却累計額 -3,603,536,390     未払金 1,424,935,124

        船舶 2,087,509     未払費用 15,098,809

        船舶減価償却累計額 -2,018,939     前受金 11,840,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 727,511,957

        航空機 -     預り金 703,652,683

        航空機減価償却累計額 -     その他 232,666,155

        その他 4,444,548 負債合計 112,088,521,585

        その他減価償却累計額 -3,943,517 【純資産の部】

        建設仮勘定 82,430,560   固定資産等形成分 270,859,080,235

      インフラ資産 169,182,310,109   余剰分（不足分） -103,178,857,006

        土地 49,852,370,830

        建物 4,300,489,150

        建物減価償却累計額 -2,040,120,661

        工作物 192,259,254,893

        工作物減価償却累計額 -75,572,259,966

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 382,575,863

      物品 16,207,560,903

      物品減価償却累計額 -9,621,297,695

    無形固定資産 4,489,493,818

      ソフトウェア 175,291,528

      その他 4,314,202,290

    投資その他の資産 8,597,132,498

      投資及び出資金 33,790,270

        有価証券 1,575,670

        出資金 32,214,600

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,248,517,933

      長期貸付金 39,690,775

      基金 7,389,953,472

        減債基金 -

        その他 7,389,953,472

      その他 27,643,440

      徴収不能引当金 -142,463,392

  流動資産 14,198,754,085

    現金預金 7,471,231,314

    未収金 1,324,095,877

    短期貸付金 -

    基金 5,289,089,506

      財政調整基金 5,159,525,166

      減債基金 129,564,340

    棚卸資産 98,727,172

    その他 76,749,257

    徴収不能引当金 -61,139,041

  繰延資産 - 純資産合計 167,680,223,229

資産合計 279,768,744,814 負債及び純資産合計 279,768,744,814

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：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 89,416,227,469

    業務費用 31,924,045,382

      人件費 10,073,815,940

        職員給与費 8,440,084,383

        賞与等引当金繰入額 702,683,235

        退職手当引当金繰入額 156,653,413

        その他 774,394,909

      物件費等 20,054,529,080

        物件費 11,698,686,390

        維持補修費 1,279,738,606

        減価償却費 7,067,534,147

        その他 8,569,937

      その他の業務費用 1,795,700,362

        支払利息 738,233,867

        徴収不能引当金繰入額 201,115,733

        その他 856,350,762

    移転費用 57,492,182,087

      補助金等 33,511,906,186

      社会保障給付 23,833,536,232

      他会計への繰出金 -

      その他 146,739,669

  経常収益 8,400,934,787

    使用料及び手数料 5,283,595,296

    その他 3,117,339,491

純経常行政コスト 81,015,292,682

  臨時損失 191,811,735

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 83,205,421

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 105,651,370

純行政コスト 81,087,833,331

    その他 108,606,314

  臨時利益 119,271,086

    資産売却益 13,619,716



【様式第3号】

（単位：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 170,790,239,449 277,855,512,446 -107,065,272,997 -

  純行政コスト（△） -81,087,833,331 -81,087,833,331 -

  財源 81,912,237,249 81,912,237,249 -

    税収等 52,135,226,521 52,135,226,521 -

    国県等補助金 29,777,010,728 29,777,010,728 -

  本年度差額 824,403,918 824,403,918 -

  固定資産等の変動（内部変動） -676,780,569 676,780,569

    有形固定資産等の増加 4,600,417,338 -4,600,417,338

    有形固定資産等の減少 -7,002,018,450 7,002,018,450

    貸付金・基金等の増加 4,435,588,146 -4,435,588,146

    貸付金・基金等の減少 -2,710,767,603 2,710,767,603

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -13,751,153 -13,751,153

  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 26,570,940 -110,919,183 137,490,123 -

  その他 -3,947,239,925 -6,194,981,306 2,247,741,381

  本年度純資産変動額 -3,110,016,220 -6,996,432,211 3,886,415,991 -

本年度末純資産残高 167,680,223,229 270,859,080,235 -103,178,857,006 -

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】

（単位：円）

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 82,538,915,520

    業務費用支出 24,792,842,212

      人件費支出 9,862,048,930

      物件費等支出 13,390,854,971

      支払利息支出 738,233,867

      その他の支出 801,704,444

    移転費用支出 57,746,073,308

      補助金等支出 33,766,272,721

      社会保障給付支出 23,833,536,232

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 146,264,355

  業務収入 87,600,257,765

    税収等収入 50,763,421,321

    国県等補助金収入 28,802,869,275

    使用料及び手数料収入 5,211,026,237

    その他の収入 2,822,940,932

  臨時支出 108,606,314

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 108,606,314

  臨時収入 422,179,203

業務活動収支 5,374,915,134

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,788,316,595

    公共施設等整備費支出 4,624,143,178

    基金積立金支出 1,150,514,572

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,654,460

    その他の支出 4,385

  投資活動収入 2,750,605,583

    国県等補助金収入 885,116,593

    基金取崩収入 1,545,041,053

    貸付金元金回収収入 18,161,107

    資産売却収入 83,691,872

    その他の収入 218,594,958

投資活動収支 -3,037,711,012

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,718,693,685

    地方債等償還支出 6,489,904,986

    その他の支出 228,788,699

  財務活動収入 4,389,219,127

    地方債等発行収入 4,382,666,478

    その他の収入 6,552,649

財務活動収支 -2,329,474,558

本年度資金収支額 7,729,564

前年度末資金残高 6,859,023,034

比例連結割合変更に伴う差額 7,249,147

本年度末資金残高 6,874,001,745

前年度末歳計外現金残高 618,093,943

本年度歳計外現金増減額 -20,864,374

本年度末歳計外現金残高 597,229,569

本年度末現金預金残高 7,471,231,314


