
【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 154,909,413,666   固定負債 74,581,638,347

    有形固定資産 150,077,966,387     地方債等 54,800,547,967

      事業用資産 61,537,116,641     長期未払金 43,811,047

        土地 12,761,664,630     退職手当引当金 4,021,779,664

        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 14,548,656,669

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,433,177,766

        建物 79,394,319,357     １年内償還予定地方債等 4,971,535,784

        建物減価償却累計額 -39,961,533,044     未払金 1,578,282,479

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 13,544,290,034     前受金 7,313,900

        工作物減価償却累計額 -10,270,254,151     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 556,862,666

        船舶 -     預り金 185,962,104

        船舶減価償却累計額 -     その他 133,220,833

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 82,014,816,113

        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 157,871,207,066

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -74,984,869,412

        航空機 -   他団体出資等分 -11,204,362

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 10,198,566,592

        その他減価償却累計額 -5,423,733,797

        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 21,448,303,960

      物品減価償却累計額 -15,685,448,413

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 129,770,576

      ソフトウェア 125,928,970

      その他 3,841,606

    投資その他の資産 4,701,676,703

      投資及び出資金 418,428,779

        有価証券 31,852,576

        出資金 164,686,832

        その他 221,889,371

      長期延滞債権 189,850,209

      長期貸付金 108,192,000

      基金 3,581,341,599

        減債基金 336,866,401

        その他 3,244,475,198

      その他 425,201,501

      徴収不能引当金 -21,337,385

  流動資産 9,980,535,739

    現金預金 4,401,535,120

    未収金 2,228,323,614

    短期貸付金 14,016,000

    基金 2,947,777,400

      財政調整基金 2,747,777,400

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 390,467,043

    その他 3,490,631

    徴収不能引当金 -5,074,069

  繰延資産 - 純資産合計 82,875,133,292

資産合計 164,889,949,405 負債及び純資産合計 164,889,949,405

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 8,750,703

    その他 4,315,947

純行政コスト 31,910,016,906

    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 513,384,948

    災害復旧事業費 90,650,020

    資産除売却損 64,029,272

    使用料及び手数料 10,800,029,612

    その他 2,222,244,886

純経常行政コスト 31,409,698,608

      社会保障給付 1,927,706,870

      その他 452,773,809

  経常収益 13,022,274,498

        その他 816,484,197

    移転費用 17,423,700,036

      補助金等 15,043,219,357

      その他の業務費用 1,429,404,491

        支払利息 600,337,980

        徴収不能引当金繰入額 12,582,314

        維持補修費 551,102,676

        減価償却費 6,301,293,885

        その他 44,243,893

        その他 2,027,779,871

      物件費等 16,440,036,290

        物件費 9,543,395,836

        職員給与費 6,627,390,540

        賞与等引当金繰入額 526,789,442

        退職手当引当金繰入額 -43,127,564

  経常費用 44,431,973,106

    業務費用 27,008,273,070

      人件費 9,138,832,289

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 101,772,621,457 177,388,783,119 -75,605,089,041 -11,072,621

  純行政コスト（△） -31,910,016,906 -31,909,885,165 -131,741

  財源 29,338,053,954 29,338,053,954 -

    税収等 18,053,847,339 18,053,847,339 -

    国県等補助金 11,284,206,615 11,284,206,615 -

  本年度差額 -2,571,962,952 -2,571,831,211 -131,741

  固定資産等の変動（内部変動） -3,016,391,524 3,016,391,524

    有形固定資産等の増加 3,865,795,189 -3,865,795,189

    有形固定資産等の減少 -6,385,161,734 6,385,161,734

    貸付金・基金等の増加 512,541,434 -512,541,434

    貸付金・基金等の減少 -1,009,566,413 1,009,566,413

  資産評価差額 26,112,764 26,112,764

  無償所管換等 -16,525,947,251 -16,525,947,251

  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 2,059,433 -1,350,042 3,409,475 -

  その他 172,249,841 - 172,249,841

  本年度純資産変動額 -18,897,488,165 -19,517,576,053 620,219,629 -131,741

本年度末純資産残高 82,875,133,292 157,871,207,066 -74,984,869,412 -11,204,362

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 175,968,794

本年度歳計外現金増減額 5,124,691

本年度末歳計外現金残高 181,093,485

本年度末現金預金残高 4,401,535,120

財務活動収支 -898,483,809

本年度資金収支額 -135,186,886

前年度末資金残高 4,355,163,152

比例連結割合変更に伴う差額 465,369

本年度末資金残高 4,220,441,635

    地方債等償還支出 4,780,299,431

    その他の支出 10,508,418

  財務活動収入 3,892,324,040

    地方債等発行収入 3,892,324,040

    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 -2,029,073,531

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,790,807,849

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,150,626,401

    国県等補助金収入 1,253,441,186

    基金取崩収入 525,073,251

    貸付金元金回収収入 358,696,000

  投資活動支出 4,179,699,932

    公共施設等整備費支出 3,702,860,518

    基金積立金支出 115,500,039

    投資及び出資金支出 99,375

    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 2,792,370,454

【投資活動収支】

    税収等収入 17,577,363,641

    国県等補助金収入 10,277,479,513

    使用料及び手数料収入 10,832,206,426

    その他の収入 2,220,663,543

  臨時支出 90,656,047

    移転費用支出 17,425,970,792

      補助金等支出 15,043,219,357

      社会保障給付支出 1,927,706,870

      その他の支出 455,044,565

  業務収入 40,907,713,123

    業務費用支出 20,641,837,550

      人件費支出 9,143,922,093

      物件費等支出 10,197,334,520

      支払利息支出 600,337,980

      その他の支出 700,242,957

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 38,067,808,342


