
【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 18,543,355,914   固定負債 7,392,825,936

    有形固定資産 17,591,934,673     地方債等 5,203,063,594

      事業用資産 5,550,993,424     長期未払金 -

        土地 1,931,321,651     退職手当引当金 61,218,541

        立木竹 47,483,105     損失補償等引当金 -

        建物 8,668,030,793     その他 2,128,543,801

        建物減価償却累計額 -5,278,694,176   流動負債 1,083,695,299

        工作物 1,014,795,845     １年内償還予定地方債等 579,695,750

        工作物減価償却累計額 -831,943,794     未払金 25,617,891

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 41,711,000

        航空機 -     預り金 427,019,600

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,651,058

        その他 - 負債合計 8,476,521,235

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 20,469,321,545

      インフラ資産 11,855,255,290   余剰分（不足分） -7,203,501,861

        土地 1,012,761,688   他団体出資等分 -

        建物 220,013,629

        建物減価償却累計額 -124,468,495

        工作物 26,554,343,282

        工作物減価償却累計額 -15,809,075,804

        その他 1,680,990

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,085,412,386

      物品減価償却累計額 -899,726,427

    無形固定資産 253,226,742

      ソフトウェア 9,806,724

      その他 243,420,018

    投資その他の資産 698,194,499

      投資及び出資金 390,872,702

        有価証券 4,035,702

        出資金 386,837,000

        その他 -

      長期延滞債権 43,276,978

      長期貸付金 -

      基金 271,183,819

        減債基金 -

        その他 271,183,819

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,139,000

  流動資産 3,198,985,005

    現金預金 1,196,046,406

    未収金 76,595,980

    短期貸付金 -

    基金 1,925,965,631

      財政調整基金 1,923,386,218

      減債基金 2,579,413

    棚卸資産 504,485

    その他 81,890

    徴収不能引当金 -209,387

  繰延資産 - 純資産合計 13,265,819,684

資産合計 21,742,340,919 負債及び純資産合計 21,742,340,919

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）

    資産売却益 107,386,691

    その他 2,310,025

純行政コスト 4,414,798,638

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 177,760

  臨時利益 109,696,716

  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 351,706,659

    その他 527,720,632

純経常行政コスト 4,524,317,594

      社会保障給付 674,304,816

      その他 2,520,181

  経常収益 879,427,291

        その他 30,354,616

    移転費用 2,988,442,609

      補助金等 2,311,617,612

      その他の業務費用 117,775,706

        支払利息 88,239,703

        徴収不能引当金繰入額 -818,613

        維持補修費 112,186,185

        減価償却費 760,786,075

        その他 -

        その他 41,388,666

      物件費等 1,723,018,055

        物件費 850,045,795

        職員給与費 491,408,849

        賞与等引当金繰入額 41,711,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,403,744,885

    業務費用 2,415,302,276

      人件費 574,508,515

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】

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 12,935,894,841 20,617,697,074 -7,681,802,233 -

  純行政コスト（△） -4,414,798,638 -4,414,798,638 -

  財源 4,922,746,461 4,922,746,461 -

    税収等 3,259,785,560 3,259,785,560 -

    国県等補助金 1,662,960,901 1,662,960,901 -

  本年度差額 507,947,823 507,947,823 -

  固定資産等の変動（内部変動） -148,375,529 -29,647,451

    有形固定資産等の増加 448,119,352 -448,119,352

    有形固定資産等の減少 -750,537,037 750,537,037

    貸付金・基金等の増加 285,266,028 -463,289,008

    貸付金・基金等の減少 -131,223,872 131,223,872

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 329,924,843 -148,375,529 478,300,372 -

本年度末純資産残高 13,265,819,684 20,469,321,545 -7,203,501,861 -

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）

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 -192,326,875

本年度末歳計外現金残高 427,019,600

本年度末現金預金残高 1,196,046,406

財務活動収支 -52,750,008

本年度資金収支額 311,595,332

前年度末資金残高 457,431,474

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 769,026,806

    地方債等償還支出 524,775,779

    その他の支出 -

  財務活動収入 472,025,771

    地方債等発行収入 472,025,771

    その他の収入 -

    資産売却収入 107,386,691

    その他の収入 56,519,537

投資活動収支 -158,200,335

【財務活動収支】

  財務活動支出 524,775,779

    その他の支出 -

  投資活動収入 325,384,228

    国県等補助金収入 31,904,000

    基金取崩収入 112,824,000

    貸付金元金回収収入 16,750,000

  投資活動支出 483,584,563

    公共施設等整備費支出 448,119,352

    基金積立金支出 18,715,211

    投資及び出資金支出 -

    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 2,310,025

業務活動収支 522,545,675

【投資活動収支】

    税収等収入 3,139,497,743

    国県等補助金収入 1,607,990,901

    使用料及び手数料収入 351,005,696

    その他の収入 73,447,239

  臨時支出 177,760

    移転費用支出 2,988,442,609

      補助金等支出 2,311,617,612

      社会保障給付支出 674,304,816

      その他の支出 2,520,181

  業務収入 5,171,941,579

    業務費用支出 1,663,085,560

      人件費支出 571,292,515

      物件費等支出 973,371,251

      支払利息支出 88,239,703

      その他の支出 30,182,091

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 4,651,528,169


