
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 34,701,371,803   固定負債 15,298,020,932

    有形固定資産 31,783,402,454     地方債等 13,520,207,364

      事業用資産 14,497,486,110     長期未払金 -

        土地 2,638,786,354     退職手当引当金 805,985,013

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,324,053,523     その他 971,828,555

        建物減価償却累計額 -13,841,551,241   流動負債 2,083,064,189

        工作物 1,008,319,020     １年内償還予定地方債等 1,678,361,069

        工作物減価償却累計額 -636,062,466     未払金 122,031,344

        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 216,428,076

        航空機 -     預り金 28,541,810

        航空機減価償却累計額 -     その他 37,701,890

        その他 - 負債合計 17,381,085,121

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,940,920   固定資産等形成分 37,332,439,734

      インフラ資産 16,557,425,641   余剰分（不足分） -16,302,999,083

        土地 118,324,233   他団体出資等分 -

        建物 263,431,743

        建物減価償却累計額 -164,431,547

        工作物 46,460,257,033

        工作物減価償却累計額 -30,159,176,818

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -141,772,956

        建設仮勘定 30,793,953

      物品 2,421,739,875

      物品減価償却累計額 -1,693,249,172

    無形固定資産 7,826,086

      ソフトウェア 7,704,086

      その他 122,000

    投資その他の資産 2,910,143,263

      投資及び出資金 364,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 317,792,336

        その他 -

      長期延滞債権 82,299,845

      長期貸付金 -

      基金 2,405,876,312

        減債基金 -

        その他 2,405,876,312

      その他 61,552,446

      徴収不能引当金 -4,387,676

  流動資産 3,709,153,969

    現金預金 521,600,258

    未収金 524,050,353

    短期貸付金 -

    基金 2,631,067,931

      財政調整基金 846,696,583

      減債基金 1,784,371,348

    棚卸資産 44,619,232

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,183,805

  繰延資産 - 純資産合計 21,029,440,651

資産合計 38,410,525,772 負債及び純資産合計 38,410,525,772

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：円）

    資産売却益 3,409,731

    その他 6,962,425

純行政コスト 9,086,747,983

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,078,059

  臨時利益 10,372,156

  臨時損失 192,681,704

    災害復旧事業費 189,374,440

    資産除売却損 229,205

    使用料及び手数料 2,326,177,698

    その他 553,285,804

純経常行政コスト 8,904,438,435

      社会保障給付 639,473,796

      その他 3,340,954

  経常収益 2,879,463,502

        その他 199,252,852

    移転費用 4,786,472,918

      補助金等 4,143,658,168

      その他の業務費用 328,279,212

        支払利息 123,951,084

        徴収不能引当金繰入額 5,075,276

        維持補修費 185,579,669

        減価償却費 1,505,662,746

        その他 -

        その他 51,514,588

      物件費等 3,170,603,607

        物件費 1,479,361,192

        職員給与費 3,095,971,403

        賞与等引当金繰入額 224,997,636

        退職手当引当金繰入額 126,062,573

  経常費用 11,783,901,937

    業務費用 6,997,429,019

      人件費 3,498,546,200

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：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 21,257,023,945 37,522,494,281 -16,265,470,336 -

  純行政コスト（△） -9,086,747,983 -9,086,747,983 -

  財源 8,896,025,956 8,896,025,956 -

    税収等 6,138,410,151 6,138,410,151 -

    国県等補助金 2,757,615,805 2,757,615,805 -

  本年度差額 -190,722,027 -190,722,027 -

  固定資産等の変動（内部変動） -153,193,280 153,193,280

    有形固定資産等の増加 1,630,535,211 -1,630,535,211

    有形固定資産等の減少 -1,519,129,372 1,519,129,372

    貸付金・基金等の増加 19,510,701 -19,510,701

    貸付金・基金等の減少 -284,109,820 284,109,820

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -37,060,267 -37,060,267

  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 199,000 199,000 -

  本年度純資産変動額 -227,583,294 -190,054,547 -37,528,747 -

本年度末純資産残高 21,029,440,651 37,332,439,734 -16,302,999,083 -

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：円）

前年度末歳計外現金残高 19,394,752

本年度歳計外現金増減額 9,147,058

本年度末歳計外現金残高 28,541,810

本年度末現金預金残高 521,600,258

財務活動収支 73,212,021

本年度資金収支額 -139,794,850

前年度末資金残高 632,853,298

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 493,058,448

    地方債等償還支出 1,502,139,492

    その他の支出 25,848,487

  財務活動収入 1,601,200,000

    地方債等発行収入 1,601,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,409,732

    その他の収入 14,369,000

投資活動収支 -1,146,176,094

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,527,987,979

    その他の支出 -

  投資活動収入 513,584,732

    国県等補助金収入 225,386,000

    基金取崩収入 270,230,000

    貸付金元金回収収入 190,000

  投資活動支出 1,659,760,826

    公共施設等整備費支出 1,643,523,452

    基金積立金支出 16,237,374

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 189,374,440

    その他の支出 1,898,059

  臨時収入 6,962,425

業務活動収支 933,169,223

【投資活動収支】

    税収等収入 6,195,913,467

    国県等補助金収入 2,537,879,805

    使用料及び手数料収入 2,331,050,461

    その他の収入 404,965,669

  臨時支出 191,272,499

    移転費用支出 4,786,472,918

      補助金等支出 4,143,658,168

      社会保障給付支出 639,473,796

      その他の支出 3,340,954

  業務収入 11,469,809,402

    業務費用支出 5,565,857,187

      人件費支出 3,472,404,429

      物件費等支出 1,739,607,978

      支払利息支出 160,888,336

      その他の支出 192,956,444

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 10,352,330,105


