
【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 289,085,714,447   固定負債 54,723,334,568

    有形固定資産 269,510,630,331     地方債等 42,627,389,461

      事業用資産 88,999,746,277     長期未払金 -

        土地 48,812,144,478     退職手当引当金 6,984,651,615

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 125,862,665,725     その他 5,111,293,492

        建物減価償却累計額 -88,119,263,975   流動負債 7,115,845,145

        工作物 3,530,540,031     １年内償還予定地方債等 5,369,488,923

        工作物減価償却累計額 -2,038,260,015     未払金 474,791,475

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 60,934,726

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 463,925,754

        航空機 -     預り金 487,360,003

        航空機減価償却累計額 -     その他 259,344,264

        その他 629,167,326 負債合計 61,839,179,713

        その他減価償却累計額 -388,468,036 【純資産の部】

        建設仮勘定 711,220,743   固定資産等形成分 301,693,878,042

      インフラ資産 178,187,200,218   余剰分（不足分） -53,067,013,197

        土地 46,460,716,674   他団体出資等分 -

        建物 2,202,158,365

        建物減価償却累計額 -1,232,783,177

        工作物 313,313,487,786

        工作物減価償却累計額 -183,610,239,356

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,053,859,926

      物品 8,791,387,902

      物品減価償却累計額 -6,467,704,066

    無形固定資産 226,317,360

      ソフトウェア 224,895,096

      その他 1,422,264

    投資その他の資産 19,348,766,756

      投資及び出資金 509,597,488

        有価証券 -

        出資金 509,597,488

        その他 -

      長期延滞債権 744,355,405

      長期貸付金 13,936,000

      基金 18,230,229,141

        減債基金 5,540,636,242

        その他 12,689,592,899

      その他 -

      徴収不能引当金 -149,351,278

  流動資産 21,380,330,111

    現金預金 8,009,914,420

    未収金 678,300,404

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,606,021,595

      財政調整基金 12,606,021,595

      減債基金 -

    棚卸資産 27,314,306

    その他 59,801,739

    徴収不能引当金 -3,164,353

  繰延資産 - 純資産合計 248,626,864,845

資産合計 310,466,044,558 負債及び純資産合計 310,466,044,558

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）

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

  経常費用 69,344,366,741

    業務費用 29,187,818,700

      人件費 8,224,323,071

        職員給与費 6,152,085,861

        賞与等引当金繰入額 462,300,754

        退職手当引当金繰入額 234,950,402

        その他 1,374,986,054

      物件費等 19,654,645,919

        物件費 8,417,221,258

        維持補修費 1,392,984,044

        減価償却費 9,844,440,617

        その他 -

      その他の業務費用 1,308,849,710

        支払利息 495,763,523

        徴収不能引当金繰入額 152,233,537

        その他 660,852,650

    移転費用 40,156,548,041

      補助金等 11,426,937,057

      社会保障給付 28,650,913,581

      その他 78,697,403

  経常収益 4,960,565,695

    使用料及び手数料 3,824,057,949

    その他 1,136,507,746

純経常行政コスト 64,383,801,046

  臨時損失 21,644,065

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 19,684,915

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,959,150

  臨時利益 79,016,596

    資産売却益 78,695,601

    その他 320,995

純行政コスト 64,326,428,515



【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 247,917,765,742 304,516,610,607 -56,598,844,865 -

  純行政コスト（△） -64,326,428,515 -64,326,428,515 -

  財源 65,055,354,928 65,055,354,928 -

    税収等 40,574,370,665 40,574,370,665 -

    国県等補助金 24,480,984,263 24,480,984,263 -

  本年度差額 728,926,413 728,926,413 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,802,905,255 2,802,905,255

    有形固定資産等の増加 6,409,336,492 -6,409,336,492

    有形固定資産等の減少 -9,938,721,125 9,938,721,125

    貸付金・基金等の増加 3,998,082,729 -3,998,082,729

    貸付金・基金等の減少 -3,271,603,351 3,271,603,351

  資産評価差額 -19,827,310 -19,827,310

  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 - - -

  本年度純資産変動額 709,099,103 -2,822,732,565 3,531,831,668 -

本年度末純資産残高 248,626,864,845 301,693,878,042 -53,067,013,197 -

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）

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 59,478,605,695

    業務費用支出 19,322,057,654

      人件費支出 8,432,121,807

      物件費等支出 9,828,653,774

      支払利息支出 495,763,523

      その他の支出 565,518,550

    移転費用支出 40,156,548,041

      補助金等支出 11,426,937,057

      社会保障給付支出 28,650,913,581

      その他の支出 78,697,403

  業務収入 67,746,325,737

    税収等収入 40,304,521,593

    国県等補助金収入 22,487,392,421

    使用料及び手数料収入 3,845,657,388

    その他の収入 1,108,754,335

  臨時支出 1,959,150

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,959,150

  臨時収入 320,995

業務活動収支 8,266,081,887

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,597,564,192

    公共施設等整備費支出 6,194,485,590

    基金積立金支出 3,083,078,602

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,770,590,976

    国県等補助金収入 1,993,591,842

    基金取崩収入 2,292,634,000

    貸付金元金回収収入 320,000,000

    資産売却収入 88,148,729

    その他の収入 76,216,405

投資活動収支 -4,826,973,216

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,526,946,829

    地方債等償還支出 5,395,380,756

    その他の支出 131,566,073

  財務活動収入 2,361,800,000

    地方債等発行収入 2,361,800,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 483,341,763

本年度歳計外現金増減額 4,018,240

本年度末歳計外現金残高 487,360,003

本年度末現金預金残高 8,009,914,420

財務活動収支 -3,165,146,829

本年度資金収支額 273,961,842

前年度末資金残高 7,248,592,575

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 7,522,554,417


