
【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 233,652,405,158   固定負債 76,094,369,651

    有形固定資産 222,562,367,297     地方債等 36,583,348,420

      事業用資産 91,945,901,766     長期未払金 319,571,894

        土地 49,791,760,295     退職手当引当金 7,430,699,429

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 26,185,680     その他 31,760,749,908

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,340,983,758

        建物 100,962,541,225     １年内償還予定地方債等 5,203,976,176

        建物減価償却累計額 -61,593,460,330     未払金 2,065,509,236

        建物減損損失累計額 -     未払費用 2,595,084

        工作物 6,524,250,306     前受金 80,000

        工作物減価償却累計額 -4,358,901,024     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 851,154,928

        船舶 -     預り金 1,215,403,328

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,265,006

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 85,435,353,409

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 237,865,940,355

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -69,315,091,606

        航空機 -   他団体出資等分 183,491,687

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,018,494,600

        その他減価償却累計額 -520,729,060

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 95,760,074

      インフラ資産 125,232,887,314

        土地 37,740,245,818

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,439,954,629

        建物減価償却累計額 -867,010,298

        建物減損損失累計額 -

        工作物 124,403,876,247

        工作物減価償却累計額 -55,732,857,653

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 13,248,678,571

      物品 16,664,336,617

      物品減価償却累計額 -11,280,758,400

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,391,587,623

      ソフトウェア 209,507,684

      その他 3,182,079,939

    投資その他の資産 7,698,450,238

      投資及び出資金 97,292,770

        有価証券 -

        出資金 97,292,770

        その他 -

      長期延滞債権 477,095,738

      長期貸付金 89,410,000

      基金 7,063,980,834

        減債基金 39,719,881

        その他 7,024,260,953

      その他 15,007,090

      徴収不能引当金 -44,336,194

  流動資産 20,517,288,687

    現金預金 10,512,681,426

    未収金 2,786,042,462

    短期貸付金 -

    基金 4,213,535,197

      財政調整基金 4,213,535,197

      減債基金 -

    棚卸資産 3,072,008,513

    その他 12,574,250

    徴収不能引当金 -79,553,161

  繰延資産 - 純資産合計 168,734,340,436

資産合計 254,169,693,845 負債及び純資産合計 254,169,693,845

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）

    資産売却益 86,639,902

    その他 16,073,562

純行政コスト 59,216,345,712

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 351,471,320

  臨時利益 102,713,464

  臨時損失 1,173,116,358

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 821,645,038

    使用料及び手数料 17,005,998,783

    その他 1,744,913,176

純経常行政コスト 58,145,942,818

      社会保障給付 38,504,938,669

      その他 991,597,519

  経常収益 18,750,911,959

        その他 1,292,717,369

    移転費用 40,045,553,541

      補助金等 549,017,353

      その他の業務費用 2,054,788,171

        支払利息 701,561,518

        徴収不能引当金繰入額 60,509,284

        維持補修費 966,295,167

        減価償却費 6,534,354,410

        その他 205,709,632

        その他 2,434,785,513

      物件費等 20,728,377,464

        物件費 13,022,018,255

        職員給与費 10,437,157,944

        賞与等引当金繰入額 842,684,351

        退職手当引当金繰入額 353,507,793

  経常費用 76,896,854,777

    業務費用 36,851,301,236

      人件費 14,068,135,601

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】

（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 165,004,879,301 240,770,185,333 -75,947,525,658 182,219,626

  純行政コスト（△） -59,216,345,712 -59,217,617,773 1,272,061

  財源 62,439,026,458 62,439,026,458 -

    税収等 35,641,409,309 35,641,409,309 -

    国県等補助金 26,797,617,149 26,797,617,149 -

  本年度差額 3,222,680,746 3,221,408,685 1,272,061

  固定資産等の変動（内部変動） -2,031,283,615 2,031,283,615

    有形固定資産等の増加 4,228,948,072 -4,228,948,072

    有形固定資産等の減少 -7,828,514,699 7,828,514,699

    貸付金・基金等の増加 2,053,388,686 -2,053,388,686

    貸付金・基金等の減少 -485,105,674 485,105,674

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 410,248,681 410,248,681

  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 13,190,261 -41,574,044 54,764,305 -

  その他 83,341,447 -1,241,636,000 1,324,977,447

  本年度純資産変動額 3,729,461,135 -2,904,244,978 6,632,434,052 1,272,061

本年度末純資産残高 168,734,340,436 237,865,940,355 -69,315,091,606 183,491,687

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）

前年度末歳計外現金残高 1,251,272,516

本年度歳計外現金増減額 -39,088,822

本年度末歳計外現金残高 1,212,183,694

本年度末現金預金残高 10,512,681,426

財務活動収支 -4,674,731,280

本年度資金収支額 1,037,681,496

前年度末資金残高 8,253,911,036

比例連結割合変更に伴う差額 8,905,200

本年度末資金残高 9,300,497,732

    地方債等償還支出 7,212,804,939

    その他の支出 177,837,968

  財務活動収入 2,715,911,627

    地方債等発行収入 2,715,911,627

    その他の収入 -

    資産売却収入 152,506,832

    その他の収入 396,100,235

投資活動収支 -2,674,800,917

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,390,642,907

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,710,051,690

    国県等補助金収入 884,010,047

    基金取崩収入 40,864,576

    貸付金元金回収収入 236,570,000

  投資活動支出 4,384,852,607

    公共施設等整備費支出 3,588,643,023

    基金積立金支出 537,899,584

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 258,310,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 348,122,855

  臨時収入 1,125,167

業務活動収支 8,387,213,693

【投資活動収支】

    税収等収入 34,156,715,002

    国県等補助金収入 25,933,657,993

    使用料及び手数料収入 16,880,500,587

    その他の収入 1,753,233,786

  臨時支出 348,122,855

    移転費用支出 40,045,553,541

      補助金等支出 549,017,353

      社会保障給付支出 38,504,938,669

      その他の支出 991,597,519

  業務収入 78,724,107,368

    業務費用支出 29,944,342,446

      人件費支出 13,953,045,885

      物件費等支出 14,171,943,201

      支払利息支出 701,561,518

      その他の支出 1,117,791,842

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 69,989,895,987


