
【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 101,284,029,270   固定負債 25,672,228,069

    有形固定資産 94,045,064,202     地方債等 22,030,669,981

      事業用資産 52,820,629,944     長期未払金 108,556

        土地 29,956,311,455     退職手当引当金 1,292,095,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,349,354,532

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,064,784,230

        建物 51,297,742,291     １年内償還予定地方債等 2,443,130,029

        建物減価償却累計額 -29,211,669,763     未払金 115,200,140

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,656,301,334     前受金 224,303

        工作物減価償却累計額 -878,055,373     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 249,689,103

        船舶 -     預り金 255,376,005

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,164,650

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 28,737,012,299

        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 106,991,501,270

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -25,657,477,335

        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 40,231,335,991

        土地 498,209,151

        土地減損損失累計額 -

        建物 679,444,166

        建物減価償却累計額 -208,162,577

        建物減損損失累計額 -

        工作物 110,201,011,175

        工作物減価償却累計額 -71,213,898,642

        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 270,113,652

      物品 3,949,635,311

      物品減価償却累計額 -2,956,537,044

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 14,925,335

      ソフトウェア 14,925,254

      その他 81

    投資その他の資産 7,224,039,733

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      長期延滞債権 808,006,500

      長期貸付金 137,714,398

      基金 5,807,271,989

        減債基金 178,872,887

        その他 5,628,399,102

      その他 -

      徴収不能引当金 -60,745,154

  流動資産 8,787,006,964

    現金預金 2,590,950,659

    未収金 505,976,320

    短期貸付金 -

    基金 5,707,472,000

      財政調整基金 5,707,472,000

      減債基金 -

    棚卸資産 4,116,331

    その他 36,960

    徴収不能引当金 -21,545,306

  繰延資産 - 純資産合計 81,334,023,935

資産合計 110,071,036,234 負債及び純資産合計 110,071,036,234

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 114,633,798

    その他 -

純行政コスト 33,775,316,506

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 340,914

  臨時利益 114,633,798

  臨時損失 804,832

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 463,918

    使用料及び手数料 902,611,824

    その他 790,217,488

純経常行政コスト 33,889,145,472

      社会保障給付 4,890,125,748

      その他 82,811,512

  経常収益 1,692,829,312

        その他 79,699,135

    移転費用 22,728,227,349

      補助金等 17,755,290,089

      その他の業務費用 356,228,639

        支払利息 201,820,781

        徴収不能引当金繰入額 74,708,723

        維持補修費 147,896,653

        減価償却費 3,570,824,852

        その他 4,410,700

        その他 1,048,329,926

      物件費等 8,033,068,419

        物件費 4,309,936,214

        職員給与費 3,472,356,703

        賞与等引当金繰入額 17,813,748

        退職手当引当金繰入額 -74,050,000

  経常費用 35,581,974,784

    業務費用 12,853,747,435

      人件費 4,464,450,377

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 80,881,731,309 106,993,226,423 -26,111,495,114 -

  純行政コスト（△） -33,775,316,506 -33,775,316,506 -

  財源 33,737,803,422 33,737,803,422 -

    税収等 21,295,584,831 21,295,584,831 -

    国県等補助金 12,442,218,591 12,442,218,591 -

  本年度差額 -37,513,084 -37,513,084 -

  固定資産等の変動（内部変動） -491,530,863 491,530,863

    有形固定資産等の増加 2,779,087,692 -2,779,087,692

    有形固定資産等の減少 -4,226,047,386 4,226,047,386

    貸付金・基金等の増加 2,466,954,208 -2,466,954,208

    貸付金・基金等の減少 -1,511,525,377 1,511,525,377

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 489,805,710 489,805,710

  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 452,292,626 -1,725,153 454,017,779 -

本年度末純資産残高 81,334,023,935 106,991,501,270 -25,657,477,335 -

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 217,090,029

本年度歳計外現金増減額 1,100,892

本年度末歳計外現金残高 218,190,921

本年度末現金預金残高 2,590,950,659

財務活動収支 -631,860,924

本年度資金収支額 -9,296,358

前年度末資金残高 2,382,056,096

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,372,759,738

    地方債等償還支出 2,821,100,924

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,189,240,000

    地方債等発行収入 2,189,240,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 114,633,798

    その他の収入 34,319,512

投資活動収支 -2,579,577,296

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,821,100,924

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,162,627,331

    国県等補助金収入 450,909,021

    基金取崩収入 558,897,000

    貸付金元金回収収入 3,868,000

  投資活動支出 3,742,204,627

    公共施設等整備費支出 2,146,571,204

    基金積立金支出 1,592,633,423

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 340,914

  臨時収入 -

業務活動収支 3,202,141,862

【投資活動収支】

    税収等収入 21,566,591,069

    国県等補助金収入 12,070,570,897

    使用料及び手数料収入 842,212,676

    その他の収入 790,263,946

  臨時支出 340,914

    移転費用支出 22,883,849,698

      補助金等支出 17,910,912,438

      社会保障給付支出 4,890,125,748

      その他の支出 82,811,512

  業務収入 35,269,638,588

    業務費用支出 9,183,306,114

      人件費支出 4,526,963,438

      物件費等支出 4,416,868,603

      支払利息支出 201,820,781

      その他の支出 37,653,292

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 32,067,155,812


