
【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 42,927,314,983   固定負債 18,322,038,262

    有形固定資産 40,194,684,259     地方債等 9,216,031,665

      事業用資産 8,305,585,875     長期未払金 -

        土地 1,468,053,780     退職手当引当金 1,068,569,842

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,240,339,034     その他 8,037,436,755

        建物減価償却累計額 -9,403,417,679   流動負債 2,490,008,525

        工作物 626,400     １年内償還予定地方債等 694,625,162

        工作物減価償却累計額 -15,660     未払金 1,345,808,135

        船舶 -     未払費用 -

        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 144,549,961

        航空機 -     預り金 5,097,645

        航空機減価償却累計額 -     その他 299,927,622

        その他 - 負債合計 20,812,046,787

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 42,927,314,983

      インフラ資産 27,126,671,181   余剰分（不足分） -14,935,951,934

        土地 1,128,856,592   他団体出資等分 -

        建物 1,484,220,769

        建物減価償却累計額 -644,557,409

        工作物 44,470,829,446

        工作物減価償却累計額 -20,004,585,060

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 691,906,843

      物品 9,527,063,388

      物品減価償却累計額 -4,764,636,185

    無形固定資産 2,730,860,407

      ソフトウェア -

      その他 2,730,860,407

    投資その他の資産 1,770,317

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 1,770,317

        減債基金 -

        その他 1,770,317

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 5,876,094,853

    現金預金 4,491,243,640

    未収金 1,327,409,577

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 38,429,332

    その他 23,100,000

    徴収不能引当金 -4,087,696

  繰延資産 - 純資産合計 27,991,363,049

資産合計 48,803,409,836 負債及び純資産合計 48,803,409,836

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）

    資産売却益 919,101

    その他 1,189,815

純行政コスト 2,765,513,108

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,657,834

  臨時利益 2,108,916

  臨時損失 19,037,866

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 13,380,032

    使用料及び手数料 2,466,028,230

    その他 340,900,897

純経常行政コスト 2,748,584,158

      社会保障給付 19,790,000

      その他 2,620,100

  経常収益 2,806,929,127

        その他 7,110,541

    移転費用 242,180,529

      補助金等 219,770,429

      その他の業務費用 163,851,153

        支払利息 154,987,612

        徴収不能引当金繰入額 1,753,000

        維持補修費 195,817,753

        減価償却費 1,677,627,185

        その他 -

        その他 81,142,924

      物件費等 3,497,044,876

        物件費 1,623,599,938

        職員給与費 1,441,807,842

        賞与等引当金繰入額 129,485,961

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,555,513,285

    業務費用 5,313,332,756

      人件費 1,652,436,727

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 27,666,627,611 40,508,254,319 -12,841,626,708 -

  純行政コスト（△） -2,765,513,108 -2,765,513,108 -

  財源 3,281,462,325 3,281,462,325 -

    税収等 3,259,254,325 3,259,254,325 -

    国県等補助金 22,208,000 22,208,000 -

  本年度差額 515,949,217 515,949,217 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,419,060,664 -2,419,060,664

    有形固定資産等の増加 4,248,881,580 -4,248,881,580

    有形固定資産等の減少 -1,727,637,362 1,727,637,362

    貸付金・基金等の増加 177 -177

    貸付金・基金等の減少 -102,183,731 102,183,731

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 -191,213,779 - -191,213,779

  本年度純資産変動額 324,735,438 2,419,060,664 -2,094,325,226 -

本年度末純資産残高 27,991,363,049 42,927,314,983 -14,935,951,934 -

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）

前年度末歳計外現金残高 5,071,308

本年度歳計外現金増減額 26,337

本年度末歳計外現金残高 5,097,645

本年度末現金預金残高 4,491,243,640

財務活動収支 1,655,651,493

本年度資金収支額 170,922,871

前年度末資金残高 4,315,223,124

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,486,145,995

    地方債等償還支出 606,705,568

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,262,357,061

    地方債等発行収入 1,137,900,000

    その他の収入 1,124,457,061

    資産売却収入 919,103

    その他の収入 71,462,770

投資活動収支 -2,715,995,284

【財務活動収支】

  財務活動支出 606,705,568

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,056,166,873

    国県等補助金収入 983,785,000

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 3,772,162,157

    公共施設等整備費支出 3,772,161,980

    基金積立金支出 177

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 5,657,834

  臨時収入 1,189,815

業務活動収支 1,231,266,662

【投資活動収支】

    税収等収入 2,903,474,590

    国県等補助金収入 22,208,000

    使用料及び手数料収入 1,829,602,401

    その他の収入 210,414,262

  臨時支出 5,657,834

    移転費用支出 242,180,529

      補助金等支出 219,770,429

      社会保障給付支出 19,790,000

      その他の支出 2,620,100

  業務収入 4,965,699,253

    業務費用支出 3,487,784,043

      人件費支出 1,641,216,428

      物件費等支出 1,682,194,374

      支払利息支出 154,987,612

      その他の支出 9,385,629

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 3,729,964,572


