
【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 26,736,127,992   固定負債 16,374,201,815

    有形固定資産 24,039,540,577     地方債等 13,964,354,774

      事業用資産 12,177,269,982     長期未払金 -

        土地 2,890,713,063     退職手当引当金 1,296,397,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,459,823,257     その他 1,113,450,041

        建物減価償却累計額 -19,213,817,057   流動負債 1,569,088,805

        工作物 84,305,504     １年内償還予定地方債等 1,420,255,004

        工作物減価償却累計額 -43,754,790     未払金 5,558,600

        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 94,538,000

        航空機 -     預り金 48,737,201

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,943,290,620

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5   固定資産等形成分 28,505,304,792

      インフラ資産 11,062,694,413   余剰分（不足分） -17,203,562,576

        土地 502,896,877   他団体出資等分 -

        建物 5,236,425,579

        建物減価償却累計額 -3,234,980,032

        工作物 25,024,624,012

        工作物減価償却累計額 -16,466,272,023

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,645,001,691

      物品減価償却累計額 -2,845,425,509

    無形固定資産 5,227,200

      ソフトウェア 5,227,200

      その他 -

    投資その他の資産 2,691,360,215

      投資及び出資金 660,461,143

        有価証券 41,007,800

        出資金 619,453,343

        その他 -

      長期延滞債権 316,971,089

      長期貸付金 -

      基金 1,768,365,983

        減債基金 -

        その他 1,768,365,983

      その他 -

      徴収不能引当金 -54,438,000

  流動資産 2,508,904,844

    現金預金 592,444,185

    未収金 138,355,668

    短期貸付金 -

    基金 1,769,176,800

      財政調整基金 1,393,228,457

      減債基金 375,948,343

    棚卸資産 10,796,735

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,868,544

  繰延資産 - 純資産合計 11,301,742,216

資産合計 29,245,032,836 負債及び純資産合計 29,245,032,836

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 35,734,440

    その他 -

純行政コスト 14,502,700,813

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 401,589

  臨時利益 35,734,440

  臨時損失 436,654

    災害復旧事業費 35,065

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 428,286,092

    その他 385,710,816

純経常行政コスト 14,537,998,599

      社会保障給付 926,419,962

      その他 6,250,542

  経常収益 813,996,908

        その他 140,365,920

    移転費用 9,849,047,164

      補助金等 7,829,400,633

      その他の業務費用 314,575,097

        支払利息 118,181,177

        徴収不能引当金繰入額 56,028,000

        維持補修費 108,556,566

        減価償却費 1,214,537,506

        その他 -

        その他 84,731,607

      物件費等 3,623,565,938

        物件費 2,300,471,866

        職員給与費 1,332,336,701

        賞与等引当金繰入額 94,538,000

        退職手当引当金繰入額 53,201,000

  経常費用 15,351,995,507

    業務費用 5,502,948,343

      人件費 1,564,807,308

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 10,096,884,105 27,204,939,392 -17,108,055,287 -

  純行政コスト（△） -14,502,700,813 -14,502,700,813 -

  財源 15,707,558,924 15,707,558,924 -

    税収等 10,967,282,860 10,967,282,860 -

    国県等補助金 4,740,276,064 4,740,276,064 -

  本年度差額 1,204,858,111 1,204,858,111 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,300,365,400 -1,300,365,400

    有形固定資産等の増加 2,797,483,965 -2,797,483,965

    有形固定資産等の減少 -1,224,253,191 1,224,253,191

    貸付金・基金等の増加 1,050,695,389 -1,050,695,389

    貸付金・基金等の減少 -1,323,560,763 1,323,560,763

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 1,204,858,111 1,300,365,400 -95,507,289 -

本年度末純資産残高 11,301,742,216 28,505,304,792 -17,203,562,576 -

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 42,043,286

本年度歳計外現金増減額 6,693,915

本年度末歳計外現金残高 48,737,201

本年度末現金預金残高 592,444,185

財務活動収支 338,681,848

本年度資金収支額 292,497,893

前年度末資金残高 251,209,091

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 543,706,984

    地方債等償還支出 1,413,618,152

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,752,300,000

    地方債等発行収入 1,752,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 45,450,125

    その他の収入 4,730,400

投資活動収支 -1,296,867,823

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,413,618,152

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,550,733,399

    国県等補助金収入 1,249,599,000

    基金取崩収入 1,250,703,874

    貸付金元金回収収入 250,000

  投資活動支出 3,847,601,222

    公共施設等整備費支出 2,797,483,965

    基金積立金支出 1,049,867,257

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 250,000

    災害復旧事業費支出 35,065

    その他の支出 401,589

  臨時収入 -

業務活動収支 1,250,683,868

【投資活動収支】

    税収等収入 10,977,507,803

    国県等補助金収入 3,538,431,064

    使用料及び手数料収入 428,717,614

    その他の収入 332,555,892

  臨時支出 436,654

    移転費用支出 9,849,047,164

      補助金等支出 7,829,400,633

      社会保障給付支出 926,419,962

      その他の支出 6,250,542

  業務収入 15,277,212,373

    業務費用支出 4,177,044,687

      人件費支出 1,509,451,308

      物件費等支出 2,424,828,518

      支払利息支出 118,181,177

      その他の支出 124,583,684

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 14,026,091,851


