
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 16,400,890,539 固定負債 7,772,945,241

有形固定資産 12,188,379,509 地方債等 5,795,259,631
事業用資産 5,762,879,210 長期未払金 -

土地 1,705,610,455 退職手当引当金 37,215,314
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 9,452,852,353 その他 1,940,470,296
建物減価償却累計額 △ 5,862,681,903 流動負債 813,962,090
工作物 1,317,801,047 1年内償還予定地方債等 600,986,764
工作物減価償却累計額 △ 870,773,232 未払金 8,038,347
船舶 - 未払費用 1,370,605
船舶減価償却累計額 - 前受金 6,220
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 48,537,199
航空機 - 預り金 155,022,955
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,586,907,331
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 20,070,490 固定資産等形成分 17,303,645,787

インフラ資産 6,107,092,677 余剰分（不足分） △ 7,302,088,168
土地 2,477,468,203 他団体出資等分 0
建物 2,905,068,842
建物減価償却累計額 △ 1,772,553,014
工作物 15,211,559,007
工作物減価償却累計額 △ 12,876,506,200
その他 611,910,406
その他減価償却累計額 △ 451,863,367
建設仮勘定 2,008,800

物品 1,621,776,007
物品減価償却累計額 △ 1,303,368,385

無形固定資産 980,947,922
ソフトウェア 813,391
その他 980,134,531

投資その他の資産 3,231,563,108
投資及び出資金 1,568,082,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,489,438,363
その他 -

長期延滞債権 219,519,123
長期貸付金 -
基金 1,455,143,530

減債基金 99,150,501
その他 1,355,993,029

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 12,204,790

流動資産 2,187,574,411
現金預金 1,177,973,057
未収金 79,961,972
短期貸付金 0
基金 902,755,248

財政調整基金 902,755,248
減債基金 -

棚卸資産 28,277,582
その他 7,288
徴収不能引当金 △ 1,400,736

繰延資産 - 10,001,557,619
18,588,464,950 18,588,464,950

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

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）

経常費用 5,162,974,123
業務費用 2,806,573,630

人件費 868,669,855
職員給与費 597,349,997
賞与等引当金繰入額 47,619,342
退職手当引当金繰入額 -
その他 223,700,516

物件費等 1,776,726,094
物件費 1,138,944,247
維持補修費 71,228,957
減価償却費 564,679,892
その他 1,872,998

その他の業務費用 161,177,681
支払利息 94,037,182
徴収不能引当金繰入額 4,112,659
その他 63,027,840

移転費用 2,356,400,493
補助金等 2,062,473,271
社会保障給付 285,969,206
他会計への繰出金 0
その他 7,958,016

経常収益 1,145,571,183
使用料及び手数料 415,229,937
その他 730,341,246

純経常行政コスト 4,017,402,940
臨時損失 1,328,885

災害復旧事業費 -
資産除売却損 1,328,885
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 8,962,998
資産売却益 11,801
その他 8,951,197

純行政コスト 4,009,768,827

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



（単位：円）

前年度末純資産残高 8,627,858,216 17,179,530,843 △ 8,551,672,627 -

純行政コスト（△） △ 4,009,768,827 △ 4,009,768,827 0

財源 5,319,247,595 5,319,247,595 -

税収等 3,276,618,515 3,276,618,515 -

国県等補助金 2,042,629,080 2,042,629,080 -

本年度差額 1,309,478,768 1,309,478,768 0

固定資産等の変動（内部変動） 60,969,471 △ 60,969,471

有形固定資産等の増加 283,198,303 △ 283,198,303

有形固定資産等の減少 △ 568,614,568 568,614,568

貸付金・基金等の増加 402,303,601 △ 402,303,601

貸付金・基金等の減少 △ 55,917,865 55,917,865

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 - -

その他 64,220,635 63,145,473 1,075,162

本年度純資産変動額 1,373,699,403 124,114,944 1,249,584,459 0

本年度末純資産残高 10,001,557,619 17,303,645,787 △ 7,302,088,168 0

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 4,625,397,423

業務費用支出 2,268,996,930
人件費支出 873,507,443
物件費等支出 1,212,061,340
支払利息支出 94,037,182
その他の支出 89,390,965

移転費用支出 2,356,400,493
補助金等支出 2,062,473,271
社会保障給付支出 285,969,206
他会計への繰出支出 0
その他の支出 7,958,016

業務収入 5,784,654,838
税収等収入 3,245,468,833
国県等補助金収入 2,012,286,277
使用料及び手数料収入 413,008,112
その他の収入 113,891,616

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 8,951,197
業務活動収支 1,168,208,612
【投資活動収支】

投資活動支出 622,473,412
公共施設等整備費支出 277,696,831
基金積立金支出 341,776,581
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 13,353,036
国県等補助金収入 0
基金取崩収入 10,211,054
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 141,982
その他の収入 -

投資活動収支 △ 609,120,376
【財務活動収支】

財務活動支出 629,116,491
地方債等償還支出 624,646,339
その他の支出 4,470,152

財務活動収入 208,086,124
地方債等発行収入 207,064,820
その他の収入 1,021,304

財務活動収支 △ 421,030,367
138,057,869
888,389,150

1,026,447,019

前年度末歳計外現金残高 152,055,844
本年度歳計外現金増減額 △ 529,806
本年度末歳計外現金残高 151,526,038
本年度末現金預金残高 1,177,973,057

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
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


