
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 70,465,836,362   固定負債 19,074,321,769

    有形固定資産 65,899,239,579     地方債等 16,028,868,344

      事業用資産 26,236,617,573     長期未払金 -

        土地 5,305,063,214     退職手当引当金 1,322,396,340

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,317,018,344     その他 1,723,057,085

        建物減価償却累計額 -12,989,657,008   流動負債 1,708,895,842

        工作物 17,945,262,609     １年内償還予定地方債等 1,420,130,210

        工作物減価償却累計額 -12,384,707,440     未払金 14,733,296

        船舶 -     未払費用 51,713

        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 127,678,821

        航空機 -     預り金 108,191,561

        航空機減価償却累計額 -     その他 38,110,241

        その他 - 負債合計 20,783,217,611

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 43,637,854   固定資産等形成分 74,507,951,434

      インフラ資産 38,984,152,286   余剰分（不足分） -17,115,951,310

        土地 9,129,207,459   他団体出資等分 -

        建物 2,087,034,572

        建物減価償却累計額 -741,256,572

        工作物 56,622,447,817

        工作物減価償却累計額 -28,174,875,647

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,594,657

      物品 2,783,526,582

      物品減価償却累計額 -2,105,056,862

    無形固定資産 2,001,481

      ソフトウェア 1,775,581

      その他 225,900

    投資その他の資産 4,564,595,302

      投資及び出資金 125,922,354

        有価証券 -

        出資金 125,922,354

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 439,750,465

      長期貸付金 -

      基金 3,593,772,984

        減債基金 1,361,762,761

        その他 2,232,010,223

      その他 432,815,172

      徴収不能引当金 -27,665,673

  流動資産 7,709,381,373

    現金預金 3,502,793,763

    未収金 171,890,731

    短期貸付金 -

    基金 4,042,115,072

      財政調整基金 4,042,115,072

      減債基金 -

    棚卸資産 535,840

    その他 400,000

    徴収不能引当金 -8,354,033

  繰延資産 - 純資産合計 57,392,000,124

資産合計 78,175,217,735 負債及び純資産合計 78,175,217,735

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

  経常費用 21,353,415,903

    業務費用 11,114,985,896

      人件費 2,221,624,855

        職員給与費 1,524,203,592

        賞与等引当金繰入額 126,887,727

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 570,533,536

      物件費等 8,237,219,522

        物件費 4,812,639,612

        維持補修費 994,422,488

        減価償却費 2,430,157,422

        その他 -

      その他の業務費用 656,141,519

        支払利息 99,050,962

        徴収不能引当金繰入額 26,564,698

        その他 530,525,859

    移転費用 10,238,430,007

      補助金等 8,384,025,965

      社会保障給付 1,343,566,511

      他会計への繰出金 496,911,000

      その他 13,926,531

  経常収益 1,473,656,806

    使用料及び手数料 1,041,590,595

    その他 432,066,211

純経常行政コスト 19,879,759,097

  臨時損失 28,338,975

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 16,731,390

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 37,223,067

純行政コスト 19,860,995,584

    その他 11,607,585

  臨時利益 47,102,488

    資産売却益 9,879,421



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高 57,393,267,466 73,119,913,618 -15,726,646,152 -

  純行政コスト（△） -19,860,995,584 -19,860,995,584 -

  財源 19,861,992,721 19,861,992,721 -

    税収等 13,195,575,262 13,195,575,262 -

    国県等補助金 6,666,417,459 6,666,417,459 -

  本年度差額 997,137 997,137 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,387,126,764 -1,387,126,764

    有形固定資産等の増加 7,971,806,405 -7,971,806,405

    有形固定資産等の減少 -6,255,254,127 6,255,254,127

    貸付金・基金等の増加 1,162,296,429 -1,162,296,429

    貸付金・基金等の減少 -1,491,721,943 1,491,721,943

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 881,966 881,966

  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 -3,146,445 29,086 -3,175,531

  本年度純資産変動額 -1,267,342 1,388,037,816 -1,389,305,158 -

本年度末純資産残高 57,392,000,124 74,507,951,434 -17,115,951,310 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 18,876,398,318

    業務費用支出 8,637,282,113

      人件費支出 2,213,947,298

      物件費等支出 5,812,124,191

      支払利息支出 99,072,236

      その他の支出 512,138,388

    移転費用支出 10,239,116,205

      補助金等支出 8,384,712,163

      社会保障給付支出 1,343,566,511

      他会計への繰出支出 496,911,000

      その他の支出 13,926,531

  業務収入 20,076,510,054

    税収等収入 13,109,994,794

    国県等補助金収入 5,574,027,459

    使用料及び手数料収入 1,065,027,872

    その他の収入 327,459,929

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 440,640

業務活動収支 1,200,552,376

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,707,763,453

    公共施設等整備費支出 4,228,149,776

    基金積立金支出 478,894,209

    投資及び出資金支出 719,468

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,013,994,724

    国県等補助金収入 1,153,681,537

    基金取崩収入 849,349,890

    貸付金元金回収収入 220,000

    資産売却収入 9,930,762

    その他の収入 812,535

投資活動収支 -2,693,768,729

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,102,023,705

    地方債等償還支出 1,102,023,705

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,571,213,208

    地方債等発行収入 2,571,213,208

    その他の収入 -

財務活動収支 1,469,189,503

本年度資金収支額 -24,026,850

前年度末資金残高 3,419,833,678

比例連結割合変更に伴う差額 -1,037,748

本年度末資金残高 3,394,769,080

前年度末歳計外現金残高 108,893,691

本年度歳計外現金増減額 -869,008

本年度末歳計外現金残高 108,024,683

本年度末現金預金残高 3,502,793,763


