
【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 317,313,323,918   固定負債 163,231,290,568

    有形固定資産 301,017,020,465     地方債等 118,178,569,004

      事業用資産 100,812,262,016     長期未払金 -

        土地 22,699,710,569     退職手当引当金 7,511,861,184

        立木竹 556,645,417     損失補償等引当金 8,686,000

        建物 153,521,710,105     その他 37,532,174,380

        建物減価償却累計額 -84,579,480,874   流動負債 14,450,306,726

        工作物 14,437,903,970     １年内償還予定地方債等 10,700,460,879

        工作物減価償却累計額 -7,928,272,950     未払金 2,058,320,566

        船舶 -     未払費用 75,043,344

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4,710,805

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 595,667,200

        航空機 -     預り金 949,094,032

        航空機減価償却累計額 -     その他 67,009,900

        その他 25,963,848 負債合計 177,681,597,294

        その他減価償却累計額 -25,616,380 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,103,698,311   固定資産等形成分 323,753,344,079

      インフラ資産 190,770,545,230   余剰分（不足分） -167,340,707,092

        土地 18,610,610,196   他団体出資等分 1,754,119,189

        建物 4,154,124,698

        建物減価償却累計額 -1,805,195,839

        工作物 288,926,099,700

        工作物減価償却累計額 -119,851,993,067

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 736,899,542

      物品 21,837,410,615

      物品減価償却累計額 -12,403,197,396

    無形固定資産 5,593,584,128

      ソフトウェア 13,747,343

      その他 5,579,836,785

    投資その他の資産 10,702,719,325

      投資及び出資金 352,888,537

        有価証券 49,807,896

        出資金 303,080,641

        その他 -

      長期延滞債権 2,142,299,071

      長期貸付金 1,141,085,254

      基金 7,135,895,353

        減債基金 -

        その他 7,135,895,353

      その他 51,786,689

      徴収不能引当金 -121,235,579

  流動資産 18,529,706,634

    現金預金 8,401,748,037

    未収金 1,954,690,058

    短期貸付金 132,749,326

    基金 6,307,270,835

      財政調整基金 5,662,793,786

      減債基金 644,477,049

    棚卸資産 1,215,143,602

    その他 576,017,077

    徴収不能引当金 -57,912,301

  繰延資産 5,322,918 純資産合計 158,166,756,176

資産合計 335,848,353,470 負債及び純資産合計 335,848,353,470

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 80,097,180,730

    業務費用 36,464,882,155

      人件費 9,507,058,357

        職員給与費 7,741,071,089

        賞与等引当金繰入額 578,498,854

        退職手当引当金繰入額 275,717,764

        その他 911,770,650

      物件費等 24,366,820,525

        物件費 11,884,763,966

        維持補修費 1,120,734,776

        減価償却費 11,359,935,751

        その他 1,386,032

      その他の業務費用 2,591,003,273

        支払利息 951,989,597

        徴収不能引当金繰入額 122,828,763

        その他 1,516,184,913

    移転費用 43,632,298,575

      補助金等 35,821,016,826

      社会保障給付 7,566,629,187

      その他 244,652,562

  経常収益 6,832,815,238

    使用料及び手数料 4,064,918,501

    その他 2,767,896,737

純経常行政コスト 73,264,365,492

  臨時損失 1,028,218,652

    災害復旧事業費 543,445,261

    資産除売却損 458,749,471

    損失補償等引当金繰入額 7,634,000

    その他 18,389,920

  臨時利益 43,289,735

    資産売却益 40,830,851

    その他 2,458,884

純行政コスト 74,249,294,409



【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 162,059,005,231 330,523,830,321 -169,434,112,759 969,287,669

  純行政コスト（△） -74,249,294,409 -74,111,160,430 -138,133,979

  財源 71,373,125,128 71,228,053,535 145,071,593

    税収等 42,750,920,517 42,749,570,658 1,349,859

    国県等補助金 28,622,204,611 28,478,482,877 143,721,734

  本年度差額 -2,876,169,281 -2,883,106,895 6,937,614

  固定資産等の変動（内部変動） -5,376,178,800 5,376,178,800

    有形固定資産等の増加 9,765,478,239 -9,765,478,239

    有形固定資産等の減少 -11,679,591,489 11,679,591,489

    貸付金・基金等の増加 3,075,268,699 -3,075,268,699

    貸付金・基金等の減少 -6,537,334,249 6,537,334,249

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 57,208,737 57,208,737

  他団体出資等分の増加 -797,606,564 797,606,564

  他団体出資等分の減少 19,712,658 -19,712,658

  比例連結割合変更に伴う差額 -157,295,275 -488,128,036 330,832,761 -

  その他 -915,993,236 -963,388,143 47,394,907

  本年度純資産変動額 -3,892,249,055 -6,770,486,242 2,093,405,667 784,831,520

本年度末純資産残高 158,166,756,176 323,753,344,079 -167,340,707,092 1,754,119,189

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 68,395,826,059

    業務費用支出 24,593,082,129

      人件費支出 9,444,856,933

      物件費等支出 13,001,755,850

      支払利息支出 951,989,597

      その他の支出 1,194,479,749

    移転費用支出 43,802,743,930

      補助金等支出 35,861,844,826

      社会保障給付支出 7,566,629,187

      その他の支出 374,269,917

  業務収入 75,274,508,445

    税収等収入 41,773,727,658

    国県等補助金収入 26,558,105,758

    使用料及び手数料収入 4,057,083,425

    その他の収入 2,885,591,604

  臨時支出 559,880,520

    災害復旧事業費支出 543,445,261

    その他の支出 16,435,259

  臨時収入 588,350,349

業務活動収支 6,907,152,215

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,135,330,970

    公共施設等整備費支出 8,184,100,467

    基金積立金支出 2,449,792,480

    投資及び出資金支出 36,963,943

    貸付金支出 105,460,295

    その他の支出 359,013,785

  投資活動収入 7,394,928,917

    国県等補助金収入 988,493,620

    基金取崩収入 5,384,520,654

    貸付金元金回収収入 215,090,427

    資産売却収入 52,765,918

    その他の収入 754,058,298

投資活動収支 -3,740,402,053

【財務活動収支】

  財務活動支出 12,260,883,439

    地方債等償還支出 12,254,306,180

    その他の支出 6,577,259

  財務活動収入 10,142,780,862

    地方債等発行収入 10,093,305,416

    その他の収入 49,475,446

前年度末歳計外現金残高 1,032,274,189

本年度歳計外現金増減額 -304,891,597

本年度末歳計外現金残高 727,382,592

本年度末現金預金残高 8,401,748,037

財務活動収支 -2,118,102,577

本年度資金収支額 1,048,647,585

前年度末資金残高 6,629,425,727

比例連結割合変更に伴う差額 -3,707,867

本年度末資金残高 7,674,365,445


