
【様式第1号】

（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 138,198,430,339   固定負債 46,064,740,463

    有形固定資産 129,886,302,848     地方債等 30,665,834,984

      事業用資産 51,422,592,196     長期未払金 111,438,523

        土地 29,556,648,712     退職手当引当金 6,259,623,446

        立木竹 -     損失補償等引当金 503,000

        建物 51,043,016,761     その他 9,027,340,510

        建物減価償却累計額 -29,877,838,410   流動負債 5,422,636,100

        工作物 1,956,840,347     １年内償還予定地方債等 3,295,527,284

        工作物減価償却累計額 -1,363,381,350     未払金 468,038,123

        船舶 4,196,800     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -4,196,797     前受金 1,152,380

        浮標等 -     前受収益 689,466

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 566,794,197

        航空機 -     預り金 495,729,584

        航空機減価償却累計額 -     その他 594,705,066

        その他 - 負債合計 51,487,376,563

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 107,306,133   固定資産等形成分 141,947,439,758

      インフラ資産 74,996,734,379   余剰分（不足分） -44,465,070,588

        土地 29,812,744,006   他団体出資等分 430,134,250

        建物 2,755,461,018

        建物減価償却累計額 -1,750,745,697

        工作物 138,597,954,070

        工作物減価償却累計額 -95,079,069,327

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 660,390,309

      物品 12,364,409,232

      物品減価償却累計額 -8,897,432,959

    無形固定資産 1,913,900,660

      ソフトウェア 80,082,385

      その他 1,833,818,275

    投資その他の資産 6,398,226,831

      投資及び出資金 38,958,000

        有価証券 942,000

        出資金 38,016,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,239,405,797

      長期貸付金 27,956,884

      基金 5,153,845,400

        減債基金 242,400,000

        その他 4,911,445,400

      その他 11,500,205

      徴収不能引当金 -73,439,455

  流動資産 11,201,449,644

    現金預金 6,644,564,052

    未収金 750,320,218

    短期貸付金 573,304

    基金 3,748,436,115

      財政調整基金 3,748,436,115

      減債基金 -

    棚卸資産 87,995,811

    その他 967,177

    徴収不能引当金 -31,407,033

  繰延資産 - 純資産合計 97,912,503,420

資産合計 149,399,879,983 負債及び純資産合計 149,399,879,983

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

純行政コスト 70,852,030,744

  臨時利益 4,396,268

    資産売却益 4,292,078

    その他 104,190

    資産除売却損 979,814

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 104,190

純経常行政コスト 70,855,343,008

  臨時損失 1,084,004

    災害復旧事業費 -

  経常収益 5,226,436,043

    使用料及び手数料 3,659,625,384

    その他 1,566,810,659

      社会保障給付 8,329,791,600

      他会計への操出金 726,452,000

      その他 26,694,406

        その他 743,565,785

    移転費用 49,891,588,359

      補助金等 40,808,650,353

      その他の業務費用 1,095,851,067

        支払利息 248,226,987

        徴収不能引当金繰入額 104,058,295

        維持補修費 848,206,740

        減価償却費 3,893,574,241

        その他 91,795,727

        その他 1,163,338,272

      物件費等 15,983,889,229

        物件費 11,150,312,521

        職員給与費 7,375,007,298

        賞与等引当金繰入額 563,641,977

        退職手当引当金繰入額 8,462,849

  経常費用 76,081,779,051

    業務費用 26,190,190,692

      人件費 9,110,450,396

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】

（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 98,588,701,420 142,531,232,506 -44,362,475,016 419,943,930

  純行政コスト（△） -70,852,030,744 -70,852,030,744 -

  財源 70,035,479,591 70,025,289,271 10,190,320

    税収等 43,331,849,458 43,331,849,458 -

    国県等補助金 26,703,630,133 26,693,439,813 10,190,320

  本年度差額 -816,551,153 -826,741,473 10,190,320

  固定資産等の変動（内部変動） -702,750,049 702,750,049

    有形固定資産等の増加 2,746,321,532 -2,735,400,532

    有形固定資産等の減少 -3,719,936,699 3,719,936,699

    貸付金・基金等の増加 2,318,467,498 -2,329,388,498

    貸付金・基金等の減少 -2,047,602,380 2,047,602,380

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 126,447,928 126,447,928

  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 13,905,225 -7,519,996 21,425,221 -

  その他 - 29,369 -29,369

  本年度純資産変動額 -676,198,000 -583,792,748 -102,595,572 10,190,320

本年度末純資産残高 97,912,503,420 141,947,439,758 -44,465,070,588 430,134,250

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】

（単位：円）

本年度末資金残高 6,118,032,371

前年度末歳計外現金残高 527,272,739

本年度歳計外現金増減額 -741,058

本年度末歳計外現金残高 526,531,681

本年度末現金預金残高 6,644,564,052

    その他の収入 33,790

財務活動収支 -379,247,977

本年度資金収支額 -564,504,552

前年度末資金残高 6,682,773,049

比例連結割合変更に伴う差額 -236,126

  財務活動支出 3,391,696,437

    地方債等償還支出 3,230,271,497

    その他の支出 161,424,940

  財務活動収入 3,012,448,460

    地方債等発行収入 3,012,414,670

    貸付金元金回収収入 1,637,225

    資産売却収入 74,388,629

    その他の収入 154,120,000

投資活動収支 -2,409,737,922

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 125,663,569

  投資活動収入 1,387,636,014

    国県等補助金収入 258,232,081

    基金取崩収入 899,258,079

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,797,373,936

    公共施設等整備費支出 2,289,256,950

    基金積立金支出 1,382,453,417

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 24,163,000

業務活動収支 2,224,481,347

  業務収入 74,235,374,925

    税収等収入 43,075,890,558

    国県等補助金収入 26,428,929,178

    使用料及び手数料収入 3,635,786,685

    その他の収入 1,094,768,504

    移転費用支出 49,895,896,602

      補助金等支出 40,808,272,344

      社会保障給付支出 8,329,791,600

      他会計への操出支出 726,452,000

      その他の支出 31,380,658

    業務費用支出 22,139,159,976

      人件費支出 9,094,375,340

      物件費等支出 12,178,301,224

      支払利息支出 248,666,506

      その他の支出 617,816,906

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 72,035,056,578


