
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 14,111,378,026 固定負債 6,138,781,681

有形固定資産 13,526,954,773 地方債等 4,594,498,588

事業用資産 4,382,135,670 長期未払金 3,571,637

土地 2,150,114,332 退職手当引当金 1,012,106,351

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 -

建物 9,204,158,798 その他 528,605,105

建物減価償却累計額 △7,307,275,663 流動負債 1,152,074,365

工作物 473,622,385 1年内償還予定地方債等 1,037,704,405

工作物減価償却累計額 △242,922,827 未払金 14,288,834

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 66,560,000

航空機 - 預り金 14,374,363

航空機減価償却累計額 - その他 19,146,763

その他 - 7,290,856,046

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 27,809,456 固定資産等形成分 14,700,735,167

インフラ資産 8,980,902,307 余剰分（不足分） △6,476,631,537

土地 332,073,754 他団体出資等分 -

建物 115,840,632

建物減価償却累計額 △75,733,481

工作物 21,296,296,034

工作物減価償却累計額 △12,751,650,272

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 64,075,640

物品 584,654,807

物品減価償却累計額 △420,738,011

無形固定資産 2,319,063

ソフトウェア 2,319,063

その他 -

投資その他の資産 582,104,190

投資及び出資金 31,242,000

有価証券 28,380,000

出資金 2,862,000

その他 -

長期延滞債権 162,059,231

長期貸付金 25,695,634

基金 368,541,558

減債基金 23,558,697

その他 344,982,861

その他 -

徴収不能引当金 △5,434,233

流動資産 1,403,581,650

現金預金 653,201,702

未収金 59,946,304

短期貸付金 1,577,996

基金 587,779,145

財政調整基金 587,779,145

減債基金 -

棚卸資産 112,698,763

その他 -

徴収不能引当金 △11,622,260
繰延資産 - 8,224,103,630

15,514,959,676 15,514,959,676

【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 6,102,765,724

業務費用 2,634,929,974

人件費 875,208,305

職員給与費 722,086,357

賞与等引当金繰入額 66,560,000

退職手当引当金繰入額 48,805,372

その他 37,756,576

物件費等 1,623,206,209

物件費 871,123,770

維持補修費 131,617,417

減価償却費 620,461,312

その他 3,710

その他の業務費用 136,515,460

支払利息 71,769,381

徴収不能引当金繰入額 5,824,694

その他 58,921,385

移転費用 3,467,835,750

補助金等 1,816,454,177

社会保障給付 1,647,844,894

その他 3,536,679

経常収益 295,456,084

使用料及び手数料 236,939,591

その他 58,516,493

純経常行政コスト 5,807,309,640

臨時損失 79,775,036

災害復旧事業費 34,825,637

資産除売却損 44,889,959

損失補償等引当金繰入額 -

その他 59,440

臨時利益 7,643,821

資産売却益 5,027,732

その他 2,616,089

純行政コスト 5,879,440,855

【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 9,294,527,267 15,886,294,676 △6,591,767,409 -

純行政コスト（△） △5,879,440,855 △5,879,440,855 -

財源 5,485,966,089 5,485,966,089 -

税収等 3,558,027,559 3,558,027,559 -

国県等補助金 1,927,938,530 1,927,938,530 -

本年度差額 △393,474,766 △393,474,766 -

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 5,582,500

無償所管換等 △459,361,189

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 △223,170,182

その他 -

本年度純資産変動額 △1,070,423,637 △1,185,559,509 115,135,872 -

本年度末純資産残高 8,224,103,630 14,700,735,167 △6,476,631,537 -

【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


