
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 32,660,520,181 固定負債 13,125,305,968

有形固定資産 29,290,281,142 地方債等 10,531,326,694

事業用資産 15,240,702,986 長期未払金 8,449,891

土地 5,128,109,666 退職手当引当金 1,494,157,951

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 25,726,311,822 その他 1,091,371,432

建物減価償却累計額 △16,304,320,763 流動負債 1,668,635,149

工作物 1,992,916,647 1年内償還予定地方債等 1,144,539,738

工作物減価償却累計額 △1,526,585,946 未払金 232,863,726

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 81,917

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 102,447,785

航空機 - 預り金 23,543,493

航空機減価償却累計額 - その他 165,158,490

その他 - 14,793,941,117

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 207,605,760 固定資産等形成分 33,758,085,677

インフラ資産 12,806,403,938 余剰分（不足分） △12,214,159,359

土地 324,632,745 他団体出資等分 -

建物 3,055,591,273

建物減価償却累計額 △1,327,680,616

工作物 28,931,774,516

工作物減価償却累計額 △18,188,828,980

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 10,915,000

物品 4,851,324,250

物品減価償却累計額 △3,608,150,032

無形固定資産 9,329,668

ソフトウェア 5,878,112

その他 3,451,556

投資その他の資産 3,360,909,371

投資及び出資金 186,445,400

有価証券 -

出資金 186,445,400

その他 -

長期延滞債権 176,665,046

長期貸付金 36,102,793

基金 2,970,101,066

減債基金 431,573,430

その他 2,538,527,636

その他 -

徴収不能引当金 △8,404,934

流動資産 3,677,347,254

現金預金 1,323,202,604

未収金 310,568,925

短期貸付金 8,368,612

基金 1,089,196,884

財政調整基金 1,089,196,884

減債基金 -

棚卸資産 945,962,050

その他 4,584,497

徴収不能引当金 △4,536,318
繰延資産 - 21,543,926,318

36,337,867,435 36,337,867,435

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成31年３月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 12,439,912,791

業務費用 6,449,609,220

人件費 1,798,809,313

職員給与費 1,484,817,132

賞与等引当金繰入額 101,826,955

退職手当引当金繰入額 14,585,000

その他 197,580,226

物件費等 4,265,752,623

物件費 2,327,109,078

維持補修費 162,132,708

減価償却費 1,767,375,694

その他 9,135,143

その他の業務費用 385,047,284

支払利息 133,480,301

徴収不能引当金繰入額 8,842,983

その他 242,724,000

移転費用 5,990,303,571

補助金等 3,531,926,308

社会保障給付 2,447,076,979

その他 11,300,284

経常収益 2,525,304,707

使用料及び手数料 1,932,197,922

その他 593,106,785

純経常行政コスト 9,914,608,084

臨時損失 61,598,195

災害復旧事業費 49,605,529

資産除売却損 9,617,816

損失補償等引当金繰入額 -

その他 2,374,850

臨時利益 24,278,573

資産売却益 21,510,306

その他 2,768,267

純行政コスト 9,951,927,706

【様式第２号】

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



（単位：円）

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 21,768,928,186 34,922,003,942 △13,153,075,756 -

純行政コスト（△） △9,951,927,706 △9,951,927,706 -

財源 9,709,403,072 9,709,403,072 -

税収等 6,048,787,064 6,048,787,064 -

国県等補助金 3,660,616,008 3,660,616,008 -

本年度差額 △242,524,634 △242,524,634 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 △172,800

無償所管換等 463,360

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 △3,448,078

その他 20,680,284

本年度純資産変動額 △225,001,868 △1,163,918,265 938,916,397 -

本年度末純資産残高 21,543,926,318 33,758,085,677 △12,214,159,359 -

【様式第３号】

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

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 -
業務費用支出 -
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出 -
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入 -
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出 -
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支 -
【投資活動収支】
投資活動支出 -
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入 -
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 -
【財務活動収支】
財務活動支出 -
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入 -
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支 -
-

-

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 -

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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 金額


