
【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 144,818,572,633   固定負債 42,265,946,534

    有形固定資産 130,846,345,057     地方債等 28,885,545,681

      事業用資産 59,083,652,812     長期未払金 2,360,324,000

        土地 22,763,134,224     退職手当引当金 6,931,614,808

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 -

        建物 83,314,656,438     その他 4,088,462,045

        建物減価償却累計額 -51,489,750,565   流動負債 5,530,977,335

        工作物 7,635,709,234     １年内償還予定地方債等 3,926,757,770

        工作物減価償却累計額 -3,967,972,999     未払金 843,389,949

        船舶 -     未払費用 2,612,728

        船舶減価償却累計額 -     前受金 30,577,363

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 487,506,935

        航空機 -     預り金 122,795,899

        航空機減価償却累計額 -     その他 117,336,691

        その他 - 負債合計 47,796,923,869

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 519,048,880   固定資産等形成分 149,063,935,287

      インフラ資産 68,760,552,384   余剰分（不足分） -39,986,618,131

        土地 11,624,285,813   他団体出資等分 981,709

        建物 1,720,308,396

        建物減価償却累計額 -1,034,165,153

        工作物 109,906,467,730

        工作物減価償却累計額 -61,948,712,523

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,492,368,121

      物品 8,225,146,433

      物品減価償却累計額 -5,223,006,572

    無形固定資産 23,850,093

      ソフトウェア 22,958,728

      その他 891,365

    投資その他の資産 13,948,377,483

      投資及び出資金 165,523,500

        有価証券 26,010,000

        出資金 139,498,500

        その他 15,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,414,794,305

      長期貸付金 962,566,723

      基金 11,505,054,108

        減債基金 311,856,366

        その他 11,193,197,742

      その他 40,278,275

      徴収不能引当金 -139,839,428

  流動資産 12,056,650,101

    現金預金 6,984,318,162

    未収金 688,128,001

    短期貸付金 147,086,506

    基金 4,098,276,148

      財政調整基金 4,098,276,148

      減債基金 -

    棚卸資産 174,660,206

    その他 14,214,969

    徴収不能引当金 -50,033,891

  繰延資産 - 純資産合計 109,078,298,865

資産合計 156,875,222,734 負債及び純資産合計 156,875,222,734

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 63,573,099,093

    業務費用 26,244,875,568

      人件費 9,396,455,609

        職員給与費 6,985,030,268

        賞与等引当金繰入額 447,331,697

        退職手当引当金繰入額 251,352,067

        その他 1,712,741,577

      物件費等 15,428,880,068

        物件費 9,513,136,790

        維持補修費 342,821,403

        減価償却費 4,832,241,739

        その他 740,680,136

      その他の業務費用 1,419,539,891

        支払利息 235,593,717

        徴収不能引当金繰入額 127,766,407

        その他 1,056,179,767

    移転費用 37,328,223,525

      補助金等 29,649,399,127

      社会保障給付 6,110,606,741

      他会計への繰出金 1,156,633,000

      その他 411,584,657

  経常収益 5,890,496,842

    使用料及び手数料 2,131,457,548

    その他 3,759,039,294

純経常行政コスト 57,682,602,251

  臨時損失 164,078,041

    災害復旧事業費 14,376,906

    資産除売却損 22,685,407

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -3,000,000

    その他 49,046,586

純行政コスト 57,639,252,933

    その他 130,015,728

  臨時利益 207,427,359

    資産売却益 158,380,773



【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 111,236,342,240 149,708,624,538 -38,473,586,697 1,304,399

  純行政コスト（△） -57,639,252,933 -57,638,984,332 -268,601

  財源 57,031,045,680 57,030,956,339 89,341

    税収等 35,985,537,435 35,985,448,094 89,341

    国県等補助金 21,045,508,245 21,045,508,245 -

  本年度差額 -608,207,253 -608,027,993 -179,260

  固定資産等の変動（内部変動） -486,504,123 486,504,123

    有形固定資産等の増加 4,157,761,089 -4,157,761,089

    有形固定資産等の減少 -5,702,398,338 5,702,398,338

    貸付金・基金等の増加 5,885,953,622 -5,885,953,622

    貸付金・基金等の減少 -4,827,820,496 4,827,820,496

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 21 21

  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 -169,405,117 -158,185,149 -11,076,538 -143,430

  その他 -1,380,431,026 - -1,380,431,026

  本年度純資産変動額 -2,158,043,375 -644,689,251 -1,513,031,434 -322,690

本年度末純資産残高 109,078,298,865 149,063,935,287 -39,986,618,131 981,709

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 58,440,836,538

    業務費用支出 21,099,175,118

      人件費支出 9,652,103,043

      物件費等支出 10,302,074,483

      支払利息支出 234,693,717

      その他の支出 910,303,875

    移転費用支出 37,341,661,420

      補助金等支出 29,662,816,907

      社会保障給付支出 6,110,606,741

      他会計への繰出支出 1,156,633,000

      その他の支出 411,604,772

  業務収入 62,174,859,590

    税収等収入 35,904,398,980

    国県等補助金収入 20,318,486,684

    使用料及び手数料収入 2,206,900,303

    その他の収入 3,745,073,623

  臨時支出 64,124,014

    災害復旧事業費支出 14,376,906

    その他の支出 49,747,108

  臨時収入 -

業務活動収支 3,669,899,038

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,589,099,806

    公共施設等整備費支出 3,172,862,336

    基金積立金支出 1,758,710,470

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,657,527,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,253,466,480

    国県等補助金収入 833,512,000

    基金取崩収入 554,805,729

    貸付金元金回収収入 1,686,101,271

    資産売却収入 172,248,300

    その他の収入 6,799,180

投資活動収支 -3,335,633,326

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,789,936,596

    地方債等償還支出 3,659,687,253

    その他の支出 130,249,343

  財務活動収入 3,008,234,774

    地方債等発行収入 3,008,234,774

    その他の収入 -

財務活動収支 -781,701,822

本年度資金収支額 -447,436,110

前年度末資金残高 7,382,857,638

比例連結割合変更に伴う差額 -34,051,740

本年度末資金残高 6,901,369,788

前年度末歳計外現金残高 75,171,266

本年度歳計外現金増減額 7,777,108

本年度末歳計外現金残高 82,948,374

本年度末現金預金残高 6,984,318,162


