
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      10,472,827,037 　固定負債       5,550,973,687

　　有形固定資産      10,047,065,787 　　地方債等       4,375,259,643

　　　事業用資産       4,682,031,945 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,100,974,014 　　退職手当引当金         791,991,319

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,779,476,046 　　その他         383,722,725

　　　　建物減価償却累計額     △5,693,533,073 　流動負債         569,498,499

　　　　工作物         784,043,855 　　1年内償還予定地方債等         502,545,916

　　　　工作物減価償却累計額       △311,298,114 　　未払金           5,245,970

　　　　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          56,605,313

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,755,356

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他             345,944

　　　　その他                  － 負債合計       6,120,472,186

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          22,369,217 　固定資産等形成分      11,794,560,401

　　　インフラ資産       5,038,057,038 　余剰分（不足分）     △5,250,719,133

　　　　土地         175,731,671 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △63,344,686

　　　　工作物      14,300,167,220

　　　　工作物減価償却累計額     △9,526,250,364

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          24,752,240

　　　物品       1,027,128,441

　　　物品減価償却累計額       △700,151,637

　　無形固定資産          24,032,637

　　　ソフトウェア          24,032,637

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         401,728,613

　　　投資及び出資金          19,308,256

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          43,434,021

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         343,338,224

　　　　減債基金                  －

　　　　その他         343,338,224

連結会計

連結貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △4,351,888

　流動資産       2,191,486,417

　　現金預金         823,086,089

　　未収金          45,153,942

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,321,733,364

　　　財政調整基金       1,119,916,364

　　　減債基金         201,817,000

　　棚卸資産           7,000,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △5,486,978

　繰延資産                  － 純資産合計       6,543,841,268

資産合計      12,664,313,454 負債及び純資産合計      12,664,313,454



（単位：円）

科目 金額

経常費用                  5,188,095,297

　業務費用                  2,344,628,530

　　人件費                    961,008,302

　　　職員給与費                    868,415,178

　　　賞与等引当金繰入額                     56,869,313

　　　退職手当引当金繰入額                      2,520,550

　　　その他                     33,203,261

　　物件費等                  1,291,446,065

　　　物件費                    619,858,466

　　　維持補修費                     50,396,546

　　　減価償却費                    621,191,053

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     92,174,163

　　　支払利息                     36,805,568

　　　徴収不能引当金繰入額                      4,439,289

　　　その他                     50,929,306

　移転費用                  2,843,466,767

　　補助金等                  2,593,661,327

　　社会保障給付                    248,886,374

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                        919,066

経常収益                    258,690,907

　使用料及び手数料                    132,004,818

　その他                    126,686,089

純経常行政コスト                  4,929,404,390

臨時損失                     13,520,537

　災害復旧事業費                     11,092,540

　資産除売却損                      2,427,997

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                     12,318,103

　資産売却益                     12,318,103

　その他                             －

純行政コスト                  4,930,606,824

連結行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

連結会計



（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 6,659,000,064 12,178,404,551 △5,519,404,487 －

　純行政コスト（△） △4,930,606,824 △4,930,606,824 －

　財源 4,781,307,652 4,781,307,652 －

　　税収等 3,134,523,028 3,134,523,028 －

　　国県等補助金 1,646,784,624 1,646,784,624 －

　本年度差額 △149,299,172 △149,299,172 －

　固定資産等の変動（内部変動） △420,096,596 420,096,596 －

　　有形固定資産等の増加 180,794,703 △180,794,703 －

　　有形固定資産等の減少 △621,757,967 621,757,967 －

　　貸付金・基金等の増加 70,302,605 △70,302,605 －

　　貸付金・基金等の減少 △49,435,937 49,435,937 －

　資産評価差額 △328,779 △328,779

　無償所管換等 20,860,359 20,860,359

　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 13,608,796 15,720,866 △2,112,070

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △115,158,796 △383,844,150 268,685,354 －

本年度末純資産残高 6,543,841,268 11,794,560,401 △5,250,719,133 －

連結会計

連結純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

科目 合計



（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  4,552,103,856

　　業務費用支出                  1,708,637,089

　　　人件費支出                    948,665,823

　　　物件費等支出                    671,557,473

　　　支払利息支出                     36,805,568

　　　その他の支出                     51,608,225

　　移転費用支出                  2,843,466,767

　　　補助金等支出                  2,593,661,327

　　　社会保障給付支出                    248,886,374

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        919,066

　業務収入                  4,932,918,276

　　税収等収入                  3,112,566,658

　　国県等補助金収入                  1,608,390,993

　　使用料及び手数料収入                    131,470,051

　　その他の収入                     80,490,574

　臨時支出                     13,159,100

　　災害復旧事業費支出                     11,092,540

　　その他の支出                      2,066,560

　臨時収入                        913,000

業務活動収支                    368,568,320

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    235,553,464

　　公共施設等整備費支出                    180,374,070

　　基金積立金支出                     26,179,394

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     29,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     83,211,868

　　国県等補助金収入                     24,812,666

　　基金取崩収入                      1,762,442

　　貸付金元金回収収入                     29,261,000

　　資産売却収入                     12,523,581

　　その他の収入                     14,852,179

投資活動収支                  △152,341,596

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    502,363,084

　　地方債等償還支出                    502,340,124

　　その他の支出                         22,960

　財務活動収入                    259,600,000

　　地方債等発行収入                    259,600,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △242,763,084

本年度資金収支額                   △26,536,360

前年度末資金残高                    842,284,967

比例連結割合変更に伴う差額                      2,582,126

本年度末資金残高                    818,330,733

前年度末歳計外現金残高                      3,323,587

本年度歳計外現金増減額                      1,431,769

本年度末歳計外現金残高                      4,755,356

本年度末現金預金残高                    823,086,089

連結資金収支計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

連結会計


