
【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 8,775,087,919   固定負債 6,986,176,673

    有形固定資産 7,944,008,848     地方債等 6,592,923,784

      事業用資産 5,531,209,930     長期未払金 8,680,936

        土地 1,049,702,159     退職手当引当金 384,079,007

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,110,524,432     その他 492,946

        建物減価償却累計額 △ 7,993,793,020   流動負債 646,024,973

        工作物 565,876,750     １年内償還予定地方債等 573,808,990

        工作物減価償却累計額 △ 315,334,390     未払金 34,808,983

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,651,037

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 35,174,900

        航空機 -     預り金 523,319

        航空機減価償却累計額 -     その他 57,744

        その他 9,949,225 負債合計 7,632,201,646

        その他減価償却累計額 △ 2,185,969 【純資産の部】

        建設仮勘定 106,470,743   固定資産等形成分 9,317,190,726

      インフラ資産 2,217,676,281   余剰分（不足分） △ 7,285,671,196

        土地 33,259,138   他団体出資等分 241,396

        建物 17,800,594

        建物減価償却累計額 △ 246,000

        工作物 8,133,313,212

        工作物減価償却累計額 △ 6,035,403,711

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 68,953,048

      物品 721,500,156

      物品減価償却累計額 △ 526,377,519

    無形固定資産 2,988,116

      ソフトウェア 2,623,416

      その他 364,700

    投資その他の資産 828,090,955

      投資及び出資金 62,986,329

        有価証券 -

        出資金 62,986,329

        その他 -

      長期延滞債権 229,315,775

      長期貸付金 25,741,250

      基金 515,015,012

        減債基金 -

        その他 515,015,012

      その他 110,220

      徴収不能引当金 △ 5,077,631

  流動資産 888,874,653

    現金預金 315,868,079

    未収金 25,172,011

    短期貸付金 -

    基金 542,102,807

      財政調整基金 456,605,083

      減債基金 85,497,724

    棚卸資産 5,883,024

    その他 202,100

    徴収不能引当金 △ 353,368

  繰延資産 - 純資産合計 2,031,760,926

資産合計 9,663,962,572 負債及び純資産合計 9,663,962,572

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）

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

  経常費用 3,670,156,358

    業務費用 2,194,849,123

      人件費 645,911,512

        職員給与費 589,053,317

        賞与等引当金繰入額 35,174,898

        退職手当引当金繰入額 △ 36,501,638

        その他 58,184,935

      物件費等 1,398,817,642

        物件費 776,392,472

        維持補修費 57,159,286

        減価償却費 427,565,063

        その他 137,700,821

      その他の業務費用 150,119,969

        支払利息 80,841,409

        徴収不能引当金繰入額 5,323,839

        その他 63,954,721

    移転費用 1,475,307,235

      補助金等 1,366,761,641

      社会保障給付 96,794,099

      その他 11,751,495

  経常収益 441,062,051

    使用料及び手数料 167,425,638

    その他 273,636,413

純経常行政コスト 3,229,094,307

  臨時損失 1,216,231

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 16,231

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,200,000

  臨時利益 1,984,218

    資産売却益 1,984,218

    その他 -

純行政コスト 3,228,326,320



【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 1,924,422,455 9,240,656,000 △ 7,316,509,999 276,454

  純行政コスト（△） △ 3,228,326,320 △ 3,228,266,835 △ 59,485

  財源 3,310,576,448 3,310,552,021 24,427

    税収等 2,194,162,224 2,194,162,224 -

    国県等補助金 1,116,414,224 1,116,389,797 24,427

  本年度差額 82,250,128 82,285,186 △ 35,058

  固定資産等の変動（内部変動） 78,622,571 △ 78,622,571

    有形固定資産等の増加 776,093,406 △ 776,093,406

    有形固定資産等の減少 △ 428,490,509 428,490,509

    貸付金・基金等の増加 77,779,287 △ 77,779,287

    貸付金・基金等の減少 △ 346,759,613 346,759,613

  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 △ 26,022,391 5,796,973 △ 31,819,364 -

  その他 51,110,734 △ 7,884,818 58,995,552

  本年度純資産変動額 107,338,471 76,534,726 30,838,803 △ 35,058

本年度末純資産残高 2,031,760,926 9,317,190,726 △ 7,285,671,196 241,396

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）

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 3,247,564,707

    業務費用支出 1,771,835,472

      人件費支出 675,199,154

      物件費等支出 969,421,660

      支払利息支出 80,841,409

      その他の支出 46,373,249

    移転費用支出 1,475,729,235

      補助金等支出 1,367,183,641

      社会保障給付支出 96,794,099

      その他の支出 11,751,495

  業務収入 3,717,652,064

    税収等収入 2,197,477,327

    国県等補助金収入 1,080,692,539

    使用料及び手数料収入 166,834,428

    その他の収入 272,647,770

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 8,182,049

業務活動収支 478,269,406

【投資活動収支】

  投資活動支出 830,877,608

    公共施設等整備費支出 775,568,231

    基金積立金支出 55,309,377

    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 330,964,969

    国県等補助金収入 28,729,800

    基金取崩収入 300,560,864

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,674,305

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 499,912,639

【財務活動収支】

  財務活動支出 558,317,357

    地方債等償還支出 558,317,357

    その他の支出 -

  財務活動収入 538,413,650

    地方債等発行収入 538,413,650

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 306,233

本年度歳計外現金増減額 27,884

本年度末歳計外現金残高 334,117

本年度末現金預金残高 315,868,079

財務活動収支 △ 19,903,707

本年度資金収支額 △ 41,546,940

前年度末資金残高 357,952,773

比例連結割合変更に伴う差額 △ 871,871

本年度末資金残高 315,533,962


