
【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 19,611,309,373   固定負債 6,573,118,021

    有形固定資産 15,856,659,601     地方債等 5,058,911,935

      事業用資産 10,808,667,626     長期未払金 1,805,902

        土地 4,340,552,644     退職手当引当金 1,512,313,382

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 86,802

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 884,730,497

        建物 14,128,995,976     １年内償還予定地方債等 795,915,873

        建物減価償却累計額 -8,173,552,289     未払金 13,785,500

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,366,415,917     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -866,125,574     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 63,018,034

        船舶 94,017     預り金 7,922,571

        船舶減価償却累計額 -94,017     その他 4,088,519

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,457,848,518

        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 22,932,500,922

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,716,413,584

        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 3,770,502

        その他減価償却累計額 -1,649,550

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 10,260,000

      インフラ資産 4,790,929,878

        土地 137,228,964

        土地減損損失累計額 -

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -239,678,021

        建物減損損失累計額 -

        工作物 19,735,649,875

        工作物減価償却累計額 -15,485,159,136

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -5,188,190

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 20,985,600

      物品 1,090,550,562

      物品減価償却累計額 -833,488,465

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,754,649,772

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 26,850,305

      長期貸付金 5,370,000

      基金 3,606,016,166

        減債基金 -

        その他 3,606,016,166

      その他 1,804,997

      徴収不能引当金 -1,966,696

  流動資産 4,062,626,483

    現金預金 723,106,820

    未収金 18,181,236

    短期貸付金 -

    基金 3,321,191,549

      財政調整基金 2,730,703,549

      減債基金 590,488,000

    棚卸資産 -

    その他 146,878

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,216,087,338

資産合計 23,673,935,856 負債及び純資産合計 23,673,935,856

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 283,700,628

    その他 -

純行政コスト 6,107,070,710

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 283,700,628

  臨時損失 359,836,931

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 359,836,931

    使用料及び手数料 184,739,455

    その他 1,082,455,785

純経常行政コスト 6,030,934,407

      社会保障給付 3,465,769,998

      その他 129,478,563

  経常収益 1,267,195,240

        その他 40,504,604

    移転費用 4,048,050,497

      補助金等 452,801,936

      その他の業務費用 92,701,271

        支払利息 49,445,912

        徴収不能引当金繰入額 2,750,755

        維持補修費 95,495,606

        減価償却費 652,520,642

        その他 5,347,240

        その他 66,486,664

      物件費等 1,948,334,797

        物件費 1,194,971,309

        職員給与費 1,075,377,795

        賞与等引当金繰入額 52,099,365

        退職手当引当金繰入額 15,079,258

  経常費用 7,298,129,647

    業務費用 3,250,079,150

      人件費 1,209,043,082

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 15,591,667,204 22,684,044,218 -7,092,377,014 -

  純行政コスト（△） -6,107,070,710 -6,107,070,710 -

  財源 6,726,669,667 6,726,669,667 -

    税収等 4,815,363,591 4,815,363,591 -

    国県等補助金 1,911,306,076 1,911,306,076 -

  本年度差額 619,598,957 619,598,957 -

  固定資産等の変動（内部変動） 262,139,875 -262,139,875

    有形固定資産等の増加 988,356,380 -988,356,380

    有形固定資産等の減少 -1,668,721,406 1,668,721,406

    貸付金・基金等の増加 1,034,094,233 -1,034,094,233

    貸付金・基金等の減少 -91,589,332 91,589,332

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 279,310 279,310

  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 -1,945,423 -13,452,845 11,507,422 -

  その他 6,487,290 -509,636 6,996,926

  本年度純資産変動額 624,420,134 248,456,704 375,963,430 -

本年度末純資産残高 16,216,087,338 22,932,500,922 -6,716,413,584 -

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 16,519,046

本年度歳計外現金増減額 433,262

本年度末歳計外現金残高 16,952,308

本年度末現金預金残高 723,106,820

財務活動収支 -508,988,407

本年度資金収支額 -121,017,032

前年度末資金残高 827,478,638

比例連結割合変更に伴う差額 -307,094

本年度末資金残高 706,154,512

    地方債等償還支出 868,257,145

    その他の支出 58,550

  財務活動収入 359,327,288

    地方債等発行収入 359,327,288

    その他の収入 -

    資産売却収入 420,990,065

    その他の収入 6,489,448

投資活動収支 -906,833,551

【財務活動収支】

  財務活動支出 868,315,695

    その他の支出 4,077,840

  投資活動収入 578,393,757

    国県等補助金収入 92,858,388

    基金取崩収入 57,495,856

    貸付金元金回収収入 560,000

  投資活動支出 1,485,227,308

    公共施設等整備費支出 469,498,746

    基金積立金支出 1,011,360,722

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 290,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,294,804,926

【投資活動収支】

    税収等収入 4,816,714,690

    国県等補助金収入 1,818,447,688

    使用料及び手数料収入 188,151,271

    その他の収入 1,082,460,246

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,033,690,696

      補助金等支出 448,724,096

      社会保障給付支出 3,465,769,998

      その他の支出 119,196,602

  業務収入 7,905,773,895

    業務費用支出 2,577,278,273

      人件費支出 1,192,209,474

      物件費等支出 1,303,795,525

      支払利息支出 49,445,909

      その他の支出 31,827,365

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 6,610,968,969


