
【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 104,773,143,155   固定負債 29,435,752,673

    有形固定資産 97,605,739,693     地方債等 23,429,644,884

      事業用資産 55,939,383,784     長期未払金 56,557,775

        土地 30,382,135,210     退職手当引当金 1,945,624,078

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 4,003,925,936

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,255,443,768

        建物 54,828,467,619     １年内償還予定地方債等 2,575,808,689

        建物減価償却累計額 -30,918,931,352     未払金 115,263,549

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,081,770,272     前受金 224,303

        工作物減価償却累計額 -3,434,057,965     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 304,175,669

        船舶 -     預り金 256,407,681

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,563,877

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,691,196,441

        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 112,919,390,450

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -25,261,058,741

        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 -

        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 -

      インフラ資産 40,364,820,433

        土地 627,881,580

        土地減損損失累計額 -

        建物 680,998,636

        建物減価償却累計額 -208,707,768

        建物減損損失累計額 -

        工作物 110,205,097,722

        工作物減価償却累計額 -71,215,186,575

        工作物減損損失累計額 -

        その他 5,569,560

        その他減価償却累計額 -950,494

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 270,117,772

      物品 4,944,709,291

      物品減価償却累計額 -3,643,173,815

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,720,133

      ソフトウェア 15,720,052

      その他 81

    投資その他の資産 7,151,683,329

      投資及び出資金 124,709,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 121,309,000

        その他 -

      長期延滞債権 808,006,500

      長期貸付金 137,714,398

      基金 6,086,457,639

        減債基金 179,946,567

        その他 5,906,511,072

      その他 55,540,946

      徴収不能引当金 -60,745,154

  流動資産 15,576,384,018

    現金預金 6,953,936,383

    未収金 506,735,906

    短期貸付金 -

    基金 8,146,247,295

      財政調整基金 8,146,247,295

      減債基金 -

    棚卸資産 -9,026,616

    その他 36,960

    徴収不能引当金 -21,545,910

  繰延資産 977 純資産合計 87,658,331,709

資産合計 120,349,528,150 負債及び純資産合計 120,349,528,150

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 115,135,008

    その他 -

純行政コスト 36,080,955,360

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 93,904,039

  臨時利益 115,135,008

  臨時損失 111,942,578

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 18,038,539

    使用料及び手数料 1,025,758,952

    その他 4,828,443,753

純経常行政コスト 36,084,147,790

      社会保障給付 11,698,748,778

      その他 493,190,613

  経常収益 5,854,202,705

        その他 83,598,630

    移転費用 27,198,565,827

      補助金等 15,006,626,436

      その他の業務費用 366,732,218

        支払利息 208,424,865

        徴収不能引当金繰入額 74,708,723

        維持補修費 240,008,805

        減価償却費 3,832,978,905

        その他 8,943,971

        その他 1,049,463,563

      物件費等 9,040,076,521

        物件費 4,958,144,840

        職員給与費 4,293,519,143

        賞与等引当金繰入額 37,466,081

        退職手当引当金繰入額 -47,472,858

  経常費用 41,938,350,495

    業務費用 14,739,784,668

      人件費 5,332,975,929

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 85,036,764,592 113,420,037,467 -28,383,272,875 -

  純行政コスト（△） -36,080,955,360 -36,080,955,360 -

  財源 38,241,448,257 38,241,448,257 -

    税収等 22,869,365,938 22,869,365,938 -

    国県等補助金 15,372,082,319 15,372,082,319 -

  本年度差額 2,160,492,897 2,160,492,897 -

  固定資産等の変動（内部変動） -843,108,753 843,108,753

    有形固定資産等の増加 2,841,209,337 -2,841,209,337

    有形固定資産等の減少 -4,564,840,887 4,564,840,887

    貸付金・基金等の増加 2,667,746,821 -2,667,746,821

    貸付金・基金等の減少 -1,787,224,024 1,787,224,024

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 451,072,273 451,072,273

  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 10,001,947 -107,581,666 117,583,613 -

  その他 - -1,028,871 1,028,871

  本年度純資産変動額 2,621,567,117 -500,647,017 3,122,214,134 -

本年度末純資産残高 87,658,331,709 112,919,390,450 -25,261,058,741 -

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 217,490,120

本年度歳計外現金増減額 1,803,111

本年度末歳計外現金残高 219,293,231

本年度末現金預金残高 6,953,936,383

財務活動収支 -600,381,014

本年度資金収支額 2,373,125,750

前年度末資金残高 4,358,359,865

比例連結割合変更に伴う差額 3,157,537

本年度末資金残高 6,734,643,152

    地方債等償還支出 2,935,780,592

    その他の支出 934,687

  財務活動収入 2,336,334,265

    地方債等発行収入 2,336,334,265

    その他の収入 -

    資産売却収入 122,228,437

    その他の収入 34,332,091

投資活動収支 -2,659,782,628

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,936,715,279

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,448,330,235

    国県等補助金収入 453,306,060

    基金取崩収入 834,595,647

    貸付金元金回収収入 3,868,000

  投資活動支出 4,108,112,863

    公共施設等整備費支出 2,357,222,981

    基金積立金支出 1,745,666,606

    投資及び出資金支出 2,223,276

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 93,904,038

  臨時収入 -

業務活動収支 5,633,289,392

【投資活動収支】

    税収等収入 23,140,233,262

    国県等補助金収入 14,998,037,586

    使用料及び手数料収入 965,359,803

    その他の収入 4,828,136,481

  臨時支出 93,904,038

    移転費用支出 27,394,670,117

      補助金等支出 15,162,248,785

      社会保障給付支出 11,698,748,778

      その他の支出 533,672,554

  業務収入 43,931,767,132

    業務費用支出 10,809,903,585

      人件費支出 5,390,020,472

      物件費等支出 5,170,538,246

      支払利息支出 208,369,055

      その他の支出 40,975,812

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 38,204,573,702


