
【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 289,296,030,739   固定負債 54,812,532,683

    有形固定資産 269,519,855,418     地方債等 42,627,389,461

      事業用資産 89,000,322,729     長期未払金 -

        土地 48,812,144,478     退職手当引当金 7,073,849,730

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 125,865,727,778     その他 5,111,293,492

        建物減価償却累計額 -88,121,749,576   流動負債 7,838,211,396

        工作物 3,530,540,031     １年内償還予定地方債等 5,849,488,923

        工作物減価償却累計額 -2,038,260,015     未払金 673,306,576

        船舶 -     未払費用 31,505,333

        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 465,475,008

        航空機 -     預り金 493,643,566

        航空機減価償却累計額 -     その他 263,857,264

        その他 629,167,326 負債合計 62,650,744,079

        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 301,907,832,645

      インフラ資産 178,187,200,218   余剰分（不足分） -51,975,046,908

        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 8,841,756,734

      物品減価償却累計額 -6,509,424,263

    無形固定資産 226,321,360

      ソフトウェア 224,895,096

      その他 1,426,264

    投資その他の資産 19,549,853,961

      投資及び出資金 489,597,488

        有価証券 -

        出資金 489,597,488

        その他 -

      長期延滞債権 744,599,719

      長期貸付金 13,936,000

      基金 18,292,666,095

        減債基金 5,540,636,242

        その他 12,752,029,853

      その他 158,420,606

      徴収不能引当金 -149,365,947

  流動資産 23,287,499,077

    現金預金 9,055,182,344

    未収金 726,682,534

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,609,659,906

      財政調整基金 12,609,659,906

      減債基金 -

    棚卸資産 836,737,080

    その他 60,273,572

    徴収不能引当金 -3,178,359

  繰延資産 - 純資産合計 249,932,785,737

資産合計 312,583,529,816 負債及び純資産合計 312,583,529,816

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）

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 83,588,556,319

    業務費用 31,291,652,990

      人件費 8,855,230,173

        職員給与費 6,580,475,702

        賞与等引当金繰入額 467,026,945

        退職手当引当金繰入額 235,022,833

        その他 1,572,704,693

      物件費等 20,733,477,684

        物件費 8,995,469,971

        維持補修費 1,415,800,583

        減価償却費 9,850,576,140

        その他 471,630,990

      その他の業務費用 1,702,945,133

        支払利息 496,019,665

        徴収不能引当金繰入額 152,243,465

        その他 1,054,682,003

    移転費用 52,296,903,329

      補助金等 8,454,400,049

      社会保障給付 43,749,030,850

      その他 93,472,430

  経常収益 6,768,113,076

    使用料及び手数料 3,825,045,224

    その他 2,943,067,852

純経常行政コスト 76,820,443,243

  臨時損失 38,055,503

    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 18,370,588

  臨時利益 95,428,034

    資産売却益 78,695,601

    その他 16,732,433

純行政コスト 76,763,070,712



【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 249,152,969,692 304,724,067,761 -55,571,098,069 -

  純行政コスト（△） -76,763,070,712 -76,763,070,712 -

  財源 77,553,685,081 77,553,685,081 -

    税収等 46,548,118,733 46,548,118,733 -

    国県等補助金 31,005,566,348 31,005,566,348 -

  本年度差額 790,614,369 790,614,369 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,797,068,478 2,797,068,478

    有形固定資産等の増加 6,412,140,112 -6,412,140,112

    有形固定資産等の減少 -9,944,856,648 9,944,856,648

    貸付金・基金等の増加 4,007,315,168 -4,007,315,168

    貸付金・基金等の減少 -3,271,667,110 3,271,667,110

  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 8,706,411 338,097 8,368,314 -

  その他 322,575 322,575 -

  本年度純資産変動額 779,816,045 -2,816,235,116 3,596,051,161 -

本年度末純資産残高 249,932,785,737 301,907,832,645 -51,975,046,908 -

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）

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 73,414,077,158

    業務費用支出 21,118,197,179

      人件費支出 9,057,453,490

      物件費等支出 10,607,184,087

      支払利息支出 496,019,665

      その他の支出 957,539,937

    移転費用支出 52,295,879,979

      補助金等支出 8,454,400,049

      社会保障給付支出 43,749,030,850

      その他の支出 92,449,080

  業務収入 82,049,746,551

    税収等収入 46,278,269,661

    国県等補助金収入 29,011,974,506

    使用料及び手数料収入 3,846,644,663

    その他の収入 2,912,857,721

  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 8,634,031,238

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,608,331,669

    公共施設等整備費支出 6,195,604,127

    基金積立金支出 3,092,127,542

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320,000,000

    その他の支出 600,000

  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 -4,837,740,693

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,447,946,829

    地方債等償還支出 6,316,380,756

    その他の支出 131,566,073

  財務活動収入 3,012,800,000

    地方債等発行収入 3,012,800,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 483,349,880

本年度歳計外現金増減額 4,016,974

本年度末歳計外現金残高 487,366,854

本年度末現金預金残高 9,055,182,344

財務活動収支 -3,435,146,829

本年度資金収支額 361,143,716

前年度末資金残高 8,198,283,445

比例連結割合変更に伴う差額 8,388,329

本年度末資金残高 8,567,815,490


