
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,041,379,938,671 固定負債 243,919,093,898

有形固定資産 1,009,541,847,815 地方債等 210,450,391,319
事業用資産 441,958,767,247 長期未払金 6,384,064,775

土地 282,680,837,755 退職手当引当金 24,935,167,835
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 27,019,360
立木竹 0 その他 2,122,450,609
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 42,041,410,699
建物 405,945,777,218 1年内償還予定地方債等 26,023,253,393
建物減価償却累計額 △ 261,200,729,504 未払金 8,412,382,273
建物減損損失累計額 0 未払費用 912,108
工作物 23,598,365,233 前受金 286,497,321
工作物減価償却累計額 △ 20,131,617,732 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 2,715,399,051
船舶 0 預り金 3,510,827,236
船舶減価償却累計額 0 その他 1,092,139,317
船舶減損損失累計額 0 285,960,504,597
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 1,067,428,533,896
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 259,885,567,327
航空機 0 他団体出資等分 512,701,517
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 45,176,438,053
その他減価償却累計額 △ 36,161,425,493
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 2,051,121,717

インフラ資産 537,899,489,726
土地 278,781,978,396
土地減損損失累計額 △ 128,700,752
建物 16,171,394,755
建物減価償却累計額 △ 7,778,129,044
建物減損損失累計額 △ 14,887,993
工作物 456,777,029,294
工作物減価償却累計額 △ 218,827,924,374
工作物減損損失累計額 △ 100,572,061
その他 1,534,192,180
その他減価償却累計額 △ 1,022,390,122
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 12,507,499,447

物品 81,725,455,474
物品減価償却累計額 △ 52,039,351,653
物品減損損失累計額 △ 2,512,979

無形固定資産 8,278,738,133
ソフトウェア 765,617,688
その他 7,513,120,445

投資その他の資産 23,559,352,723
投資及び出資金 577,727,234

有価証券 0
出資金 577,727,234
その他 0

長期延滞債権 4,895,358,247
長期貸付金 831,218,562
基金 15,821,216,342

減債基金 0
その他 15,821,216,342

その他 2,304,699,679
徴収不能引当金 △ 870,867,341

流動資産 52,636,234,012
現金預金 22,031,508,237
未収金 4,465,196,623
短期貸付金 36,760,222
基金 26,011,835,003

財政調整基金 22,495,267,933
減債基金 3,516,567,070

棚卸資産 108,916,161
その他 127,569,782
徴収不能引当金 △ 145,552,016

繰延資産 0 808,055,668,086

1,094,016,172,683 1,094,016,172,683

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額
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（単位：円）

経常費用 311,079,032,458
業務費用 116,557,000,179

人件費 43,347,106,880
職員給与費 30,745,536,056
賞与等引当金繰入額 3,100,470,115
退職手当引当金繰入額 1,300,598,092
その他 8,200,502,617

物件費等 61,401,369,663
物件費 25,374,244,991
維持補修費 5,555,628,978
減価償却費 23,918,596,211
その他 6,552,899,483

その他の業務費用 11,808,523,636
支払利息 3,103,187,408
徴収不能引当金繰入額 488,940,925
その他 8,216,395,303

移転費用 194,522,032,279
補助金等 155,323,510,884
社会保障給付 39,093,591,223
他会計への繰出金 0
その他 104,930,172

経常収益 35,072,048,774
使用料及び手数料 25,308,983,705
その他 9,763,065,069

純経常行政コスト 276,006,983,684
臨時損失 930,579,206

災害復旧事業費 5,098,000
資産除売却損 610,112,807
損失補償等引当金繰入額 0
その他 315,368,399

臨時利益 627,152,816
資産売却益 498,311,242
その他 128,841,574

純行政コスト 276,310,410,074

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 金額
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（単位：円）

前年度末純資産残高 783,780,971,043 1,049,089,438,034 △ 265,786,340,166 477,873,175

純行政コスト（△） △ 276,310,410,074 △ 276,326,380,635 15,970,561

財源 278,807,430,418 278,807,430,418 0

税収等 169,181,921,546 169,181,921,546 0

国県等補助金 109,625,508,872 109,625,508,872 0

本年度差額 2,497,020,344 2,481,049,783 15,970,561

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 0

無償所管換等 17,721,090,287

他団体出資等分の増加 47,527,250

他団体出資等分の減少 0

比例連結割合変更に伴う差額 0

その他 4,009,059,162

本年度純資産変動額 24,274,697,043 18,339,095,862 5,900,772,839 34,828,342

本年度末純資産残高 808,055,668,086 1,067,428,533,896 △ 259,885,567,327 512,701,517

- -

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分
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（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
他会計への繰出支出
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
△ 304,643,425
19,914,748,874

0
19,610,105,449

前年度末歳計外現金残高 2,305,444,012
本年度歳計外現金増減額 115,958,776
本年度末歳計外現金残高 2,421,402,788
本年度末現金預金残高 22,031,508,237

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額
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