
【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 20,107,156,807   固定負債 8,232,331,874

    有形固定資産 18,233,706,197     地方債等 5,311,998,808

      事業用資産 5,735,167,396     長期未払金 -

        土地 1,954,817,011     退職手当引当金 791,789,265

        立木竹 47,483,105     損失補償等引当金 -

        建物 9,083,309,299     その他 2,128,543,801

        建物減価償却累計額 -5,625,228,182   流動負債 1,254,263,300

        工作物 2,116,690,378     １年内償還予定地方債等 590,929,023

        工作物減価償却累計額 -1,841,905,195     未払金 30,434,951

        船舶 1,060     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,043     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 43,881,069

        航空機 -     預り金 427,138,947

        航空機減価償却累計額 -     その他 161,879,310

        その他 - 負債合計 9,486,595,174

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 963   固定資産等形成分 22,067,916,726

      インフラ資産 12,196,491,189   余剰分（不足分） -7,917,580,919

        土地 1,056,155,411   他団体出資等分 -

        建物 306,735,244

        建物減価償却累計額 -176,688,214

        工作物 27,291,345,743

        工作物減価償却累計額 -16,284,828,159

        その他 1,964,020

        その他減価償却累計額 -268,879

        建設仮勘定 2,076,023

      物品 1,390,341,649

      物品減価償却累計額 -1,088,294,037

    無形固定資産 350,175,128

      ソフトウェア 9,806,724

      その他 340,368,404

    投資その他の資産 1,523,275,482

      投資及び出資金 428,328,245

        有価証券 41,491,245

        出資金 386,837,000

        その他 -

      長期延滞債権 43,277,107

      長期貸付金 -

      基金 1,057,456,506

        減債基金 743,926,560

        その他 313,529,946

      その他 1,352,641

      徴収不能引当金 -7,139,017

  流動資産 3,529,774,174

    現金預金 1,440,208,723

    未収金 83,901,638

    短期貸付金 -

    基金 1,960,759,919

      財政調整基金 1,953,052,242

      減債基金 7,707,677

    棚卸資産 44,263,532

    その他 849,749

    徴収不能引当金 -209,387

  繰延資産 - 純資産合計 14,150,335,807

資産合計 23,636,930,981 負債及び純資産合計 23,636,930,981

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 107,387,036

    その他 4,554,439

純行政コスト 5,530,270,129

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 177,760

  臨時利益 111,941,475

  臨時損失 177,760

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,014,113,330

    その他 551,032,779

純経常行政コスト 5,642,033,844

      社会保障給付 1,708,511,093

      その他 5,261,357

  経常収益 1,565,146,109

        その他 61,059,297

    移転費用 4,035,180,293

      補助金等 2,321,407,843

      その他の業務費用 149,942,545

        支払利息 89,701,844

        徴収不能引当金繰入額 -818,596

        維持補修費 114,951,268

        減価償却費 826,479,958

        その他 31,115

        その他 47,323,097

      物件費等 1,868,741,698

        物件費 927,279,357

        職員給与費 1,059,876,490

        賞与等引当金繰入額 44,353,140

        退職手当引当金繰入額 1,762,690

  経常費用 7,207,179,953

    業務費用 3,171,999,660

      人件費 1,153,315,417

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 14,287,337,848 21,568,645,559 -7,281,307,711 -

  純行政コスト（△） -5,530,270,129 -5,530,270,129 -

  財源 6,098,246,359 6,098,246,359 -

    税収等 3,941,420,040 3,941,420,040 -

    国県等補助金 2,156,826,319 2,156,826,319 -

  本年度差額 567,976,230 567,976,230 -

  固定資産等の変動（内部変動） -178,525,833 502,853

    有形固定資産等の増加 461,093,153 -461,093,153

    有形固定資産等の減少 -789,706,045 789,706,045

    貸付金・基金等の増加 318,472,548 -496,495,528

    貸付金・基金等の減少 -168,385,489 168,385,489

  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 -476,506,645 677,797,000 -1,154,303,645 -

  その他 -50,448,646 - -50,448,646

  本年度純資産変動額 -137,002,041 499,271,167 -636,273,208 -

本年度末純資産残高 14,150,335,807 22,067,916,726 -7,917,580,919 -

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 619,346,475

本年度歳計外現金増減額 -192,288,259

本年度末歳計外現金残高 427,058,216

本年度末現金預金残高 1,440,208,723

財務活動収支 -56,204,836

本年度資金収支額 393,617,894

前年度末資金残高 619,532,613

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,013,150,507

    地方債等償還支出 547,408,317

    その他の支出 189,468

  財務活動収入 491,392,949

    地方債等発行収入 482,392,537

    その他の収入 9,000,412

    資産売却収入 110,797,036

    その他の収入 56,519,537

投資活動収支 -175,660,343

【財務活動収支】

  財務活動支出 547,597,785

    その他の支出 -

  投資活動収入 365,221,884

    国県等補助金収入 31,904,000

    基金取崩収入 149,251,311

    貸付金元金回収収入 16,750,000

  投資活動支出 540,882,227

    公共施設等整備費支出 466,063,307

    基金積立金支出 51,248,920

    投資及び出資金支出 6,820,000

    貸付金支出 16,750,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 177,760

  臨時収入 2,578,475

業務活動収支 625,483,073

【投資活動収支】

    税収等収入 4,378,282,804

    国県等補助金収入 2,096,018,885

    使用料及び手数料収入 429,229,863

    その他の収入 112,537,369

  臨時支出 177,760

    移転費用支出 4,035,089,061

      補助金等支出 2,324,050,037

      社会保障給付支出 1,708,511,093

      その他の支出 2,527,931

  業務収入 7,016,068,921

    業務費用支出 2,357,897,502

      人件費支出 1,150,554,143

      物件費等支出 1,056,168,394

      支払利息支出 89,723,077

      その他の支出 61,451,888

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 6,392,986,563


