
【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 230,986,994,552   固定負債 73,740,535,891

    有形固定資産 219,741,025,542     地方債等 32,858,032,745

      事業用資産 89,311,241,593     長期未払金 319,571,894

        土地 48,691,390,216     退職手当引当金 6,615,130,344

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2,262,051,000

        立木竹 26,185,680     その他 31,685,749,908

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,116,687,963

        建物 96,589,589,750     １年内償還予定地方債等 5,122,295,542

        建物減価償却累計額 -58,693,584,740     未払金 1,991,254,025

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,712,622,675     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,596,661,828     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 788,522,984

        船舶 -     預り金 1,214,615,412

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 82,857,223,854

        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 235,200,529,749

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,171,099,655

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 83,934,300

      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 15,547,884,463

      物品減価償却累計額 -10,350,987,828

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,385,967,927

      ソフトウェア 204,289,328

      その他 3,181,678,599

    投資その他の資産 7,860,001,083

      投資及び出資金 386,242,770

        有価証券 -

        出資金 386,242,770

        その他 -

      長期延滞債権 471,991,605

      長期貸付金 89,410,000

      基金 6,956,692,902

        減債基金 39,719,881

        その他 6,916,973,021

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,336,194

  流動資産 16,899,659,396

    現金預金 9,880,973,568

    未収金 2,780,223,049

    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 91,906,493

    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 165,029,430,094

資産合計 247,886,653,948 負債及び純資産合計 247,886,653,948

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 86,079,724

    その他 72,898,562

純行政コスト 49,548,814,785

    損失補償等引当金繰入額 39,315,000

    その他 351,391,971

  臨時利益 158,978,286

  臨時損失 1,208,867,985

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 818,161,014

    使用料及び手数料 16,973,184,539

    その他 1,579,591,748

純経常行政コスト 48,498,925,086

      社会保障給付 26,822,773,526

      その他 892,057,135

  経常収益 18,552,776,287

        その他 1,091,846,343

    移転費用 31,927,599,391

      補助金等 4,212,768,730

      その他の業務費用 1,850,180,712

        支払利息 697,825,085

        徴収不能引当金繰入額 60,509,284

        維持補修費 955,845,931

        減価償却費 6,411,631,817

        その他 826,405

        その他 2,421,948,360

      物件費等 20,210,015,545

        物件費 12,841,711,392

        職員給与費 9,543,940,651

        賞与等引当金繰入額 780,052,407

        退職手当引当金繰入額 317,964,307

  経常費用 67,051,701,373

    業務費用 35,124,101,982

      人件費 13,063,905,725

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 161,334,897,468 238,019,187,208 -76,684,289,740 -

  純行政コスト（△） -49,548,814,785 -49,548,814,785 -

  財源 52,749,757,283 52,749,757,283 -

    税収等 35,604,788,745 35,604,788,745 -

    国県等補助金 17,144,968,538 17,144,968,538 -

  本年度差額 3,200,942,498 3,200,942,498 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,987,270,140 1,987,270,140

    有形固定資産等の増加 4,115,130,655 -4,115,130,655

    有形固定資産等の減少 -7,702,308,079 7,702,308,079

    貸付金・基金等の増加 2,053,282,792 -2,053,282,792

    貸付金・基金等の減少 -453,375,508 453,375,508

  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 - - - -

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

  本年度純資産変動額 3,694,532,626 -2,818,657,459 6,513,190,085 -

本年度末純資産残高 165,029,430,094 235,200,529,749 -70,171,099,655 -

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 1,250,758,961

本年度歳計外現金増減額 -39,071,848

本年度末歳計外現金残高 1,211,687,113

本年度末現金預金残高 9,880,973,568

財務活動収支 -4,602,697,042

本年度資金収支額 1,073,722,387

前年度末資金残高 7,595,564,068

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,669,286,455

    地方債等償還支出 5,255,459,074

    その他の支出 177,837,968

  財務活動収入 830,600,000

    地方債等発行収入 830,600,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 151,946,653

    その他の収入 396,100,235

投資活動収支 -2,586,750,809

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,433,297,042

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,684,178,487

    国県等補助金収入 879,067,721

    基金取崩収入 20,493,878

    貸付金元金回収収入 236,570,000

  投資活動支出 4,270,929,296

    公共施設等整備費支出 3,474,825,606

    基金積立金支出 537,793,690

    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 348,043,506

  臨時収入 1,045,818

業務活動収支 8,263,170,238

【投資活動収支】

    税収等収入 34,120,094,438

    国県等補助金収入 16,286,031,058

    使用料及び手数料収入 16,847,686,343

    その他の収入 1,579,344,163

  臨時支出 348,043,506

    移転費用支出 31,927,599,391

      補助金等支出 4,212,768,730

      社会保障給付支出 26,822,773,526

      その他の支出 892,057,135

  業務収入 68,833,156,002

    業務費用支出 28,295,388,685

      人件費支出 12,864,697,555

      物件費等支出 13,811,574,856

      支払利息支出 697,825,085

      その他の支出 921,291,189

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 60,222,988,076


