
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 39,308,611,927   固定負債 16,981,696,709

    有形固定資産 34,516,409,257     地方債等 13,594,250,635

      事業用資産 17,192,227,830     長期未払金 -

        土地 3,098,372,238     退職手当引当金 2,414,996,482

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,030,022,749     その他 972,449,592

        建物減価償却累計額 -14,831,088,597   流動負債 2,214,536,268

        工作物 2,886,059,716     １年内償還予定地方債等 1,723,738,691

        工作物減価償却累計額 -2,019,367,649     未払金 150,999,482

        船舶 -     未払費用 1,230,079

        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 268,117,886

        航空機 -     預り金 31,439,229

        航空機減価償却累計額 -     その他 39,010,901

        その他 - 負債合計 19,196,232,977

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 28,229,373   固定資産等形成分 41,981,522,209

      インフラ資産 16,557,425,641   余剰分（不足分） -17,735,623,313

        土地 118,324,233   他団体出資等分 22,464,210

        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 2,685,691,272

      物品減価償却累計額 -1,918,935,486

    無形固定資産 8,087,106

      ソフトウェア 7,965,106

      その他 122,000

    投資その他の資産 4,784,115,564

      投資及び出資金 364,804,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 317,794,336

        その他 -

      長期延滞債権 82,402,178

      長期貸付金 -

      基金 4,279,652,280

        減債基金 -

        その他 4,279,652,280

      その他 61,644,446

      徴収不能引当金 -4,387,676

  流動資産 4,155,984,156

    現金預金 910,793,587

    未収金 526,109,978

    短期貸付金 -

    基金 2,672,910,282

      財政調整基金 888,538,934

      減債基金 1,784,371,348

    棚卸資産 51,390,019

    その他 6,964,095

    徴収不能引当金 -12,183,805

  繰延資産 - 純資産合計 24,268,363,106

資産合計 43,464,596,083 負債及び純資産合計 43,464,596,083

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：円）

    資産売却益 3,858,549

    その他 6,962,426

純行政コスト 10,963,938,418

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,078,059

  臨時利益 10,820,975

  臨時損失 192,797,103

    災害復旧事業費 189,374,440

    資産除売却損 344,604

    使用料及び手数料 2,399,171,650

    その他 1,176,915,848

純経常行政コスト 10,781,962,290

      社会保障給付 656,970,070

      その他 7,350,659

  経常収益 3,576,087,498

        その他 265,275,455

    移転費用 5,717,308,644

      補助金等 5,052,987,915

      その他の業務費用 396,263,331

        支払利息 125,912,600

        徴収不能引当金繰入額 5,075,276

        維持補修費 247,610,780

        減価償却費 1,649,009,887

        その他 -

        その他 61,110,794

      物件費等 3,819,645,826

        物件費 1,923,025,159

        職員給与費 3,953,544,400

        賞与等引当金繰入額 276,687,446

        退職手当引当金繰入額 133,489,347

  経常費用 14,358,049,788

    業務費用 8,640,741,144

      人件費 4,424,831,987

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：連結会計 （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 24,866,019,457 42,534,250,210 -17,691,694,963 23,464,210

  純行政コスト（△） -10,963,938,418 -10,963,938,418 -

  財源 10,791,686,529 10,791,686,529 -

    税収等 7,077,887,181 7,077,887,181 -

    国県等補助金 3,713,799,348 3,713,799,348 -

  本年度差額 -172,251,889 -172,251,889 -

  固定資産等の変動（内部変動） -138,699,888 138,699,888

    有形固定資産等の増加 1,697,524,531 -1,697,524,531

    有形固定資産等の減少 -1,662,591,913 1,662,591,913

    貸付金・基金等の増加 119,084,372 -119,084,372

    貸付金・基金等の減少 -292,716,878 292,716,878

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -47,717,853 -47,717,853

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 1,000,000 -1,000,000

  比例連結割合変更に伴う差額 -352,550,178 -1,378,693,210 1,026,143,032 -

  その他 -25,136,431 1,012,382,950 -1,037,519,381

  本年度純資産変動額 -597,656,351 -552,728,001 -43,928,350 -1,000,000

本年度末純資産残高 24,268,363,106 41,981,522,209 -17,735,623,313 22,464,210

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：円）

前年度末歳計外現金残高 19,890,025

本年度歳計外現金増減額 9,047,227

本年度末歳計外現金残高 28,937,252

本年度末現金預金残高 910,793,587

財務活動収支 28,051,696

本年度資金収支額 -168,399,246

前年度末資金残高 1,046,467,500

比例連結割合変更に伴う差額 3,788,081

本年度末資金残高 881,856,335

    地方債等償還支出 1,547,257,009

    その他の支出 25,891,295

  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 3,858,551

    その他の収入 43,101,475

投資活動収支 -1,186,151,936

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,573,148,304

    その他の支出 -

  投資活動収入 543,176,254

    国県等補助金収入 225,386,000

    基金取崩収入 270,640,228

    貸付金元金回収収入 190,000

  投資活動支出 1,729,328,190

    公共施設等整備費支出 1,709,170,397

    基金積立金支出 20,157,793

    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 989,700,994

【投資活動収支】

    税収等収入 7,106,658,022

    国県等補助金収入 3,494,063,348

    使用料及び手数料収入 2,404,044,413

    その他の収入 956,990,092

  臨時支出 191,272,499

    移転費用支出 5,717,238,644

      補助金等支出 5,052,987,915

      社会保障給付支出 656,970,070

      その他の支出 7,280,659

  業務収入 13,961,755,875

    業務費用支出 7,070,506,163

      人件費支出 4,397,079,964

      物件費等支出 2,250,751,514

      支払利息支出 162,849,852

      その他の支出 259,824,833

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 12,787,744,807


