
【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 40,773,827,250   固定負債 16,965,880,284

    有形固定資産 37,958,514,345     地方債等 14,796,624,635

      事業用資産 14,680,235,933     長期未払金 -

        土地 4,571,884,417     退職手当引当金 1,127,667,149

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,041,588,500

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,691,530,243

        建物 19,533,733,266     １年内償還予定地方債等 1,339,528,146

        建物減価償却累計額 -10,940,281,789     未払金 145,616,480

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,013,257,548     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -739,856,848     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 151,692,002

        船舶 -     預り金 52,400,265

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,293,350

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,657,410,527

        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 41,653,253,269

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -16,781,385,057

        航空機 -   他団体出資等分 10,013,537

        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 1,241,499,339

      インフラ資産 22,624,983,127

        土地 1,569,755,731

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,690,015,126

        建物減価償却累計額 -1,247,620,037

        建物減損損失累計額 -

        工作物 39,378,338,691

        工作物減価償却累計額 -20,836,888,972

        工作物減損損失累計額 -

        その他 148,850

        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 71,233,738

      物品 2,561,976,459

      物品減価償却累計額 -1,908,681,174

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,208,604

      ソフトウェア 2,208,604

      その他 -

    投資その他の資産 2,813,104,301

      投資及び出資金 46,295,323

        有価証券 10,000

        出資金 46,285,323

        その他 -

      長期延滞債権 140,921,459

      長期貸付金 21,179,606

      基金 2,609,299,661

        減債基金 -

        その他 2,609,299,661

      その他 4,000,000

      徴収不能引当金 -8,591,748

  流動資産 2,765,465,026

    現金預金 1,556,702,920

    未収金 303,107,772

    短期貸付金 612,456

    基金 878,813,563

      財政調整基金 772,476,738

      減債基金 106,336,825

    棚卸資産 28,776,993

    その他 30,625

    徴収不能引当金 -2,579,303

  繰延資産 - 純資産合計 24,881,881,749

資産合計 43,539,292,276 負債及び純資産合計 43,539,292,276

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 1,134,609

    その他 -

純行政コスト 10,523,080,652

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,950,000

  臨時利益 1,134,609

  臨時損失 95,286,383

    災害復旧事業費 88,742,480

    資産除売却損 3,593,903

    使用料及び手数料 2,082,350,396

    その他 735,341,720

純経常行政コスト 10,428,928,878

      社会保障給付 764,392,343

      その他 30,645,699

  経常収益 2,817,692,116

        その他 625,129,457

    移転費用 6,378,982,409

      補助金等 5,583,944,367

      その他の業務費用 865,347,883

        支払利息 232,547,894

        徴収不能引当金繰入額 7,670,532

        維持補修費 171,013,513

        減価償却費 1,477,692,355

        その他 84,003

        その他 132,715,491

      物件費等 3,400,818,858

        物件費 1,752,028,987

        職員給与費 2,173,015,607

        賞与等引当金繰入額 295,740,746

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,246,620,994

    業務費用 6,867,638,585

      人件費 2,601,471,844

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 25,149,432,330 42,250,267,324 -17,109,030,903 8,195,909

  純行政コスト（△） -10,523,080,652 -10,524,898,280 1,817,628

  財源 10,267,971,083 10,267,971,083 -

    税収等 6,356,565,074 6,356,565,074 -

    国県等補助金 3,911,406,009 3,911,406,009 -

  本年度差額 -255,109,569 -256,927,197 1,817,628

  固定資産等の変動（内部変動） -587,526,322 587,526,322

    有形固定資産等の増加 979,925,890 -979,925,890

    有形固定資産等の減少 -1,481,472,283 1,481,472,283

    貸付金・基金等の増加 424,315,779 -424,315,779

    貸付金・基金等の減少 -510,295,708 510,295,708

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,349,935 -10,349,935

  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 188,607 3,142,183 -2,953,576 -

  その他 -2,279,684 -2,279,981 297

  本年度純資産変動額 -267,550,581 -597,014,055 327,645,846 1,817,628

本年度末純資産残高 24,881,881,749 41,653,253,269 -16,781,385,057 10,013,537

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 40,916,148

本年度歳計外現金増減額 2,669,278

本年度末歳計外現金残高 43,585,426

本年度末現金預金残高 1,556,702,920

財務活動収支 -277,639,922

本年度資金収支額 -80,741,287

前年度末資金残高 1,594,573,234

比例連結割合変更に伴う差額 -714,453

本年度末資金残高 1,513,117,494

    地方債等償還支出 1,290,228,630

    その他の支出 1,668,763

  財務活動収入 1,014,257,471

    地方債等発行収入 994,121,400

    その他の収入 20,136,071

    資産売却収入 1,218,613

    その他の収入 42,547,934

投資活動収支 -753,779,054

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,291,897,393

    その他の支出 -

  投資活動収入 678,755,142

    国県等補助金収入 143,951,955

    基金取崩収入 478,273,596

    貸付金元金回収収入 12,763,044

  投資活動支出 1,432,534,196

    公共施設等整備費支出 1,008,695,147

    基金積立金支出 407,796,049

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,043,000

    災害復旧事業費支出 88,742,480

    その他の支出 -

  臨時収入 46,889,289

業務活動収支 950,677,689

【投資活動収支】

    税収等収入 6,287,298,786

    国県等補助金収入 3,726,326,962

    使用料及び手数料収入 2,085,119,038

    その他の収入 704,383,509

  臨時支出 88,742,480

    移転費用支出 6,381,703,009

      補助金等支出 5,583,944,367

      社会保障給付支出 764,392,343

      その他の支出 33,366,299

  業務収入 12,803,128,295

    業務費用支出 5,428,894,406

      人件費支出 2,627,598,818

      物件費等支出 1,945,977,736

      支払利息支出 232,547,894

      その他の支出 622,769,958

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 11,810,597,415


