
【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 760,513,260,026   固定負債 405,655,125,538

    有形固定資産 737,157,832,879     地方債等 274,838,097,483

      事業用資産 265,676,375,910     長期未払金 -

        土地 96,169,317,367     退職手当引当金 26,381,370,233

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 582,071,000     その他 104,435,657,822

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 32,650,468,942

        建物 314,852,929,501     １年内償還予定地方債等 23,508,502,509

        建物減価償却累計額 -168,672,175,885     未払金 4,646,907,077

        建物減損損失累計額 -     未払費用 571,122

        工作物 21,132,557,396     前受金 29,050,059

        工作物減価償却累計額 -10,779,190,730     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 2,472,747,160

        船舶 -     預り金 1,913,795,474

        船舶減価償却累計額 -     その他 78,895,541

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 438,305,594,480

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 771,371,623,855

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -404,091,872,390

        航空機 -   他団体出資等分 265,616,682

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 24,128,372

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,366,738,889

      インフラ資産 439,445,290,437

        土地 52,450,729,944

        土地減損損失累計額 -

        建物 16,705,441,061

        建物減価償却累計額 -6,591,403,815

        建物減損損失累計額 -

        工作物 658,887,392,012

        工作物減価償却累計額 -294,342,793,474

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,781,038

        その他減価償却累計額 -1,509,057

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,335,652,728

      物品 101,584,550,499

      物品減価償却累計額 -69,548,383,967

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 5,847,539,032

      ソフトウェア 117,218,553

      その他 5,730,320,479

    投資その他の資産 17,507,888,115

      投資及び出資金 2,571,451,284

        有価証券 393,332,244

        出資金 2,178,119,040

        その他 -

      長期延滞債権 3,240,775,783

      長期貸付金 1,680,467,393

      基金 9,151,246,312

        減債基金 312,034,440

        その他 8,839,211,872

      その他 1,174,273,829

      徴収不能引当金 -310,326,486

  流動資産 45,337,702,601

    現金預金 21,863,208,220

    未収金 4,903,254,070

    短期貸付金 79,891,790

    基金 10,778,472,039

      財政調整基金 10,778,472,039

      減債基金 -

    棚卸資産 7,444,780,869

    その他 564,201,572

    徴収不能引当金 -296,105,959

  繰延資産 - 純資産合計 367,545,368,147

資産合計 805,850,962,627 負債及び純資産合計 805,850,962,627

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）

    資産売却益 32,542,730

    その他 180,538,953

純行政コスト 256,964,320,141

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 309,768,116

  臨時利益 213,081,683

  臨時損失 2,279,774,150

    災害復旧事業費 387,159,360

    資産除売却損 1,596,325,922

    使用料及び手数料 20,076,073,431

    その他 28,179,311,573

純経常行政コスト 254,897,627,674

      社会保障給付 32,904,728,488

      その他 231,508,177

  経常収益 48,255,385,004

        その他 12,541,274,291

    移転費用 179,215,373,841

      補助金等 146,079,137,176

      その他の業務費用 15,914,446,019

        支払利息 2,810,019,436

        徴収不能引当金繰入額 563,152,292

        維持補修費 2,567,695,432

        減価償却費 25,613,817,855

        その他 69,010,617

        その他 6,609,562,660

      物件費等 69,055,352,089

        物件費 40,804,828,185

        職員給与費 28,983,924,428

        賞与等引当金繰入額 2,375,500,323

        退職手当引当金繰入額 998,853,318

  経常費用 303,153,012,678

    業務費用 123,937,638,837

      人件費 38,967,840,729

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：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 374,791,987,745 751,894,725,627 -377,365,666,080 262,928,198

  純行政コスト（△） -256,964,320,141 -256,909,569,868 -54,750,273

  財源 251,854,883,394 251,797,444,637 57,438,757

    税収等 147,628,682,945 147,628,682,945 -

    国県等補助金 104,226,200,449 104,168,761,692 57,438,757

  本年度差額 -5,109,436,747 -5,112,125,231 2,688,484

  固定資産等の変動（内部変動） -6,179,953,137 6,179,953,137

    有形固定資産等の増加 19,915,908,154 -19,915,908,154

    有形固定資産等の減少 -24,551,131,643 24,551,131,643

    貸付金・基金等の増加 7,577,997,559 -7,577,997,559

    貸付金・基金等の減少 -9,122,727,207 9,122,727,207

  資産評価差額 4,365,764 4,365,764

  無償所管換等 159,040,609 159,040,609

  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 25,145,102 26,141,630,903 -26,116,485,801 -

  その他 -2,325,734,326 -648,185,911 -1,677,548,415

  本年度純資産変動額 -7,246,619,598 19,476,898,228 -26,726,206,310 2,688,484

本年度末純資産残高 367,545,368,147 771,371,623,855 -404,091,872,390 265,616,682

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）

前年度末歳計外現金残高 1,505,616,296

本年度歳計外現金増減額 44,678,732

本年度末歳計外現金残高 1,550,295,028

本年度末現金預金残高 21,863,208,220

財務活動収支 4,643,004,329

本年度資金収支額 -1,290,165,610

前年度末資金残高 21,591,730,618

比例連結割合変更に伴う差額 11,348,184

本年度末資金残高 20,312,913,192

    地方債等償還支出 23,680,711,643

    その他の支出 511,495,548

  財務活動収入 28,835,211,520

    地方債等発行収入 28,539,723,000

    その他の収入 295,488,520

    資産売却収入 34,680,001

    その他の収入 -489,170,000

投資活動収支 -17,262,151,238

【財務活動収支】

  財務活動支出 24,192,207,191

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,518,643,652

    国県等補助金収入 3,241,373,793

    基金取崩収入 7,258,181,381

    貸付金元金回収収入 473,578,477

  投資活動支出 27,780,794,890

    公共施設等整備費支出 22,846,635,784

    基金積立金支出 4,613,433,506

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320,725,600

    災害復旧事業費支出 387,159,360

    その他の支出 278,648,969

  臨時収入 343,247,708

業務活動収支 11,328,981,299

【投資活動収支】

    税収等収入 146,724,149,789

    国県等補助金収入 102,182,362,207

    使用料及び手数料収入 13,333,502,697

    その他の収入 24,548,589,348

  臨時支出 665,808,329

    移転費用支出 179,110,633,312

      補助金等支出 145,974,408,647

      社会保障給付支出 32,904,728,488

      その他の支出 231,496,177

  業務収入 286,788,604,041

    業務費用支出 96,026,428,809

      人件費支出 39,320,912,186

      物件費等支出 41,876,110,008

      支払利息支出 2,488,296,268

      その他の支出 12,341,110,347

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 275,137,062,121


