
【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 130,823,770,414   固定負債 41,270,742,900

    有形固定資産 125,462,673,754     地方債等 31,124,446,256

      事業用資産 36,672,914,060     長期未払金 -

        土地 15,349,029,343     退職手当引当金 2,833,788,177

        立木竹 -     損失補償等引当金 1,839,671,000

        建物 51,270,171,063     その他 5,472,837,467

        建物減価償却累計額 -32,212,244,983   流動負債 4,521,388,934

        工作物 1,620,180,244     １年内償還予定地方債等 3,823,496,350

        工作物減価償却累計額 -524,940,237     未払金 201,765,789

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 169,931,906

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 232,359,324

        航空機 -     預り金 70,314,710

        航空機減価償却累計額 -     その他 23,520,855

        その他 135,132,398 負債合計 45,792,131,834

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,035,586,232   固定資産等形成分 132,915,984,615

      インフラ資産 86,892,085,798   余剰分（不足分） -44,423,651,388

        土地 14,994,759,527   他団体出資等分 -

        建物 1,077,114,418

        建物減価償却累計額 -546,787,551

        工作物 147,122,689,594

        工作物減価償却累計額 -76,787,119,686

        その他 1,339,400,262

        その他減価償却累計額 -745,696,776

        建設仮勘定 437,726,010

      物品 9,897,863,900

      物品減価償却累計額 -8,000,190,004

    無形固定資産 583,917,007

      ソフトウェア 58,932,503

      その他 524,984,504

    投資その他の資産 4,777,179,653

      投資及び出資金 337,722,780

        有価証券 3,976,520

        出資金 333,746,260

        その他 -

      長期延滞債権 325,802,172

      長期貸付金 637,322

      基金 4,130,022,131

        減債基金 931,964,000

        その他 3,198,058,131

      その他 31,660

      徴収不能引当金 -17,036,412

  流動資産 3,460,694,647

    現金預金 888,568,299

    未収金 414,665,946

    短期貸付金 703,472

    基金 2,091,510,729

      財政調整基金 2,091,510,729

      減債基金 -

    棚卸資産 34,816,150

    その他 50,956,340

    徴収不能引当金 -20,526,289

  繰延資産 - 純資産合計 88,492,333,227

資産合計 134,284,465,061 負債及び純資産合計 134,284,465,061

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）

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

  経常費用 25,729,321,012

    業務費用 12,508,656,270

      人件費 4,163,665,575

        職員給与費 2,674,455,810

        賞与等引当金繰入額 232,359,324

        退職手当引当金繰入額 536,924,318

        その他 719,926,123

      物件費等 7,769,116,639

        物件費 2,839,117,580

        維持補修費 385,520,114

        減価償却費 4,544,478,945

        その他 -

      その他の業務費用 575,874,056

        支払利息 334,466,804

        徴収不能引当金繰入額 22,357,672

        その他 219,049,580

    移転費用 13,220,664,742

      補助金等 10,967,381,434

      社会保障給付 2,179,924,861

      その他 73,358,447

  経常収益 1,437,393,060

    使用料及び手数料 1,215,298,176

    その他 222,094,884

純経常行政コスト 24,291,927,952

  臨時損失 656,335,556

    災害復旧事業費 353,297,275

    資産除売却損 288,673,868

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,364,413

  臨時利益 263,841,068

    資産売却益 3,303,423

    その他 260,537,645

純行政コスト 24,684,422,440



【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 89,935,132,302 135,423,924,710 -45,488,792,408 -

  純行政コスト（△） -24,684,422,440 -24,684,422,440 -

  財源 23,316,292,761 23,316,292,761 -

    税収等 15,190,805,084 15,190,805,084 -

    国県等補助金 8,125,487,677 8,125,487,677 -

  本年度差額 -1,368,129,679 -1,368,129,679 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,433,270,699 2,433,270,699

    有形固定資産等の増加 2,815,636,718 -2,815,636,718

    有形固定資産等の減少 -4,595,861,880 4,595,861,880

    貸付金・基金等の増加 1,425,618,037 -1,425,618,037

    貸付金・基金等の減少 -2,078,663,574 2,078,663,574

  資産評価差額 -22,320 -22,320

  無償所管換等 -76,398,886 -76,398,886

  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 1,751,810 1,751,810 -

  本年度純資産変動額 -1,442,799,075 -2,507,940,095 1,065,141,020 -

本年度末純資産残高 88,492,333,227 132,915,984,615 -44,423,651,388 -

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）

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 21,042,432,781

    業務費用支出 7,821,768,039

      人件費支出 4,017,253,332

      物件費等支出 3,466,791,609

      支払利息支出 334,466,804

      その他の支出 3,256,294

    移転費用支出 13,220,664,742

      補助金等支出 10,967,381,434

      社会保障給付支出 2,179,924,861

      その他の支出 73,358,447

  業務収入 23,782,836,083

    税収等収入 14,994,671,378

    国県等補助金収入 7,344,762,721

    使用料及び手数料収入 1,244,395,794

    その他の収入 199,006,190

  臨時支出 604,056,387

    災害復旧事業費支出 353,297,275

    その他の支出 250,759,112

  臨時収入 213,803,517

業務活動収支 2,350,150,432

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,947,910,572

    公共施設等整備費支出 2,794,349,918

    基金積立金支出 1,151,789,264

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,771,390

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,600,913,539

    国県等補助金収入 801,099,397

    基金取崩収入 1,790,667,000

    貸付金元金回収収入 4,139,640

    資産売却収入 3,332,190

    その他の収入 1,675,312

投資活動収支 -1,346,997,033

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,085,756,916

    地方債等償還支出 4,042,114,734

    その他の支出 43,642,182

  財務活動収入 3,276,200,000

    地方債等発行収入 3,276,200,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 33,962,212

本年度歳計外現金増減額 396,417

本年度末歳計外現金残高 34,358,629

本年度末現金預金残高 888,568,299

財務活動収支 -809,556,916

本年度資金収支額 193,596,483

前年度末資金残高 660,613,187

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 854,209,670


