
【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 151,765,528,462   固定負債 72,383,140,953

    有形固定資産 147,831,952,690     地方債等 53,790,520,860

      事業用資産 59,603,373,142     長期未払金 43,811,047

        土地 12,683,145,527     退職手当引当金 2,878,092,675

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 1,166,843,000

        立木竹 411,953,600     その他 14,503,873,371

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,198,357,317

        建物 78,491,267,379     １年内償還予定地方債等 4,833,235,335

        建物減価償却累計額 -39,505,751,485     未払金 1,528,049,274

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 12,084,360,398     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -9,661,528,731     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 527,021,453

        船舶 -     預り金 177,309,942

        船舶減価償却累計額 -     その他 132,741,313

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 79,581,498,270

        浮標等 1,107,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -221,430   固定資産等形成分 153,764,514,093

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -73,184,731,872

        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 7,213,046,783

        その他減価償却累計額 -2,994,963,749

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 880,957,699

      インフラ資産 82,777,994,199

        土地 16,817,437,540

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,478,604,181

        建物減価償却累計額 -1,285,853,820

        建物減損損失累計額 -

        工作物 116,202,128,162

        工作物減価償却累計額 -53,649,727,351

        工作物減損損失累計額 -

        その他 168,293,127

        その他減価償却累計額 -108,881,080

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,155,993,440

      物品 19,641,549,851

      物品減価償却累計額 -14,190,964,502

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 123,670,276

      ソフトウェア 120,264,196

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 3,809,905,496

      投資及び出資金 772,836,608

        有価証券 31,852,576

        出資金 519,094,661

        その他 221,889,371

      投資損失引当金 -40,500,000

      長期延滞債権 176,169,078

      長期貸付金 108,192,000

      基金 2,386,302,666

        減債基金 336,866,401

        その他 2,049,436,265

      その他 423,796,194

      徴収不能引当金 -16,891,050

  流動資産 8,395,752,029

    現金預金 3,813,576,991

    未収金 2,216,712,635

    短期貸付金 14,016,000

    基金 1,984,969,631

      財政調整基金 1,784,969,631

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 371,550,841

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,074,069

  繰延資産 - 純資産合計 80,579,782,221

資産合計 160,161,280,491 負債及び純資産合計 160,161,280,491

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 8,750,703

    その他 4,315,947

純行政コスト 23,367,467,604

    損失補償等引当金繰入額 358,693,000

    その他 12,656

  臨時利益 13,066,650

  臨時損失 513,143,030

    災害復旧事業費 90,650,020

    資産除売却損 63,787,354

    使用料及び手数料 10,480,346,356

    その他 2,061,635,176

純経常行政コスト 22,867,391,224

      社会保障給付 1,921,315,034

      その他 433,081,877

  経常収益 12,541,981,532

        その他 641,395,037

    移転費用 10,415,042,630

      補助金等 8,060,645,719

      その他の業務費用 1,248,735,207

        支払利息 594,757,856

        徴収不能引当金繰入額 12,582,314

        維持補修費 510,459,543

        減価償却費 6,126,774,309

        その他 -

        その他 1,933,586,307

      物件費等 15,490,281,914

        物件費 8,853,048,062

        職員給与費 5,848,058,558

        賞与等引当金繰入額 522,493,187

        退職手当引当金繰入額 -48,825,047

  経常費用 35,409,372,756

    業務費用 24,994,330,126

      人件費 8,255,313,005

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 99,603,281,140 173,314,099,912 -73,710,818,772 -

  純行政コスト（△） -23,367,467,604 -23,367,467,604 -

  財源 20,703,208,356 20,703,208,356 -

    税収等 13,924,726,161 13,924,726,161 -

    国県等補助金 6,778,482,195 6,778,482,195 -

  本年度差額 -2,664,259,248 -2,664,259,248 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,018,096,307 3,018,096,307

    有形固定資産等の増加 3,748,310,562 -3,748,310,562

    有形固定資産等の減少 -6,210,243,784 6,210,243,784

    貸付金・基金等の増加 443,351,500 -443,351,500

    貸付金・基金等の減少 -999,514,585 999,514,585

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,531,489,512 -16,531,489,512

  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 172,249,841 - 172,249,841

  本年度純資産変動額 -19,023,498,919 -19,549,585,819 526,086,900 -

本年度末純資産残高 80,579,782,221 153,764,514,093 -73,184,731,872 -

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 173,106,593

本年度歳計外現金増減額 4,203,349

本年度末歳計外現金残高 177,309,942

本年度末現金預金残高 3,813,576,991

財務活動収支 -819,761,558

本年度資金収支額 -153,062,925

前年度末資金残高 3,789,329,974

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,636,267,049

    地方債等償還支出 4,518,641,978

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,698,880,420

    地方債等発行収入 3,698,880,420

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,415,964

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,854,351,622

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,518,641,978

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,142,666,537

    国県等補助金収入 1,253,441,186

    基金取崩収入 517,113,387

    貸付金元金回収収入 358,696,000

  投資活動支出 3,997,018,159

    公共施設等整備費支出 3,587,707,107

    基金積立金支出 48,071,052

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 361,240,000

    災害復旧事業費支出 90,650,020

    その他の支出 6,027

  臨時収入 43,121,720

業務活動収支 2,521,050,255

【投資活動収支】

    税収等収入 13,451,192,704

    国県等補助金収入 5,771,663,556

    使用料及び手数料収入 10,512,523,170

    その他の収入 2,059,091,520

  臨時支出 90,656,047

    移転費用支出 10,415,042,630

      補助金等支出 8,060,645,719

      社会保障給付支出 1,921,315,034

      その他の支出 433,081,877

  業務収入 31,794,470,950

    業務費用支出 18,810,843,738

      人件費支出 8,278,198,874

      物件費等支出 9,412,446,492

      支払利息支出 594,757,856

      その他の支出 525,440,516

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 29,225,886,368


