
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,763,447,889,483 固定負債 109,582,053,447
有形固定資産 1,675,852,054,579 地方債等 71,934,861,167
事業用資産 673,434,561,609 長期未払金 11,309,304
土地 482,470,841,839 退職手当引当金 37,198,773,000
立木竹 106,208,304 損失補償等引当金 -
建物 366,719,011,756 その他 437,109,976
建物減価償却累計額 △ 203,707,087,940 流動負債 27,722,883,037
工作物 53,414,797,395 １年内償還予定地方債等 8,581,489,584
工作物減価償却累計額 △ 43,151,195,550 未払金 8,439,582,446
船舶 - 未払費用 18,307,887
船舶減価償却累計額 - 前受金 48,963,411
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,203,920,720
航空機 - 預り金 8,383,998,394
航空機減価償却累計額 - その他 46,620,595
その他 74,066,734 137,304,936,484
その他減価償却累計額 △ 2,288,914 【純資産の部】
建設仮勘定 17,510,207,985 固定資産等形成分 1,800,811,098,291

インフラ資産 990,880,656,115 余剰分（不足分） △ 99,604,459,268
土地 903,317,347,689 他団体出資等分 405,891,870
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 88,459,806,196
工作物減価償却累計額 △ 952,017,330
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 55,519,560

物品 17,241,339,393
物品減価償却累計額 △ 5,704,502,538

無形固定資産 1,039,198,487
ソフトウェア 986,817,794
その他 52,380,693

投資その他の資産 86,556,636,417
投資及び出資金 1,500,147,783
有価証券 1,353,359,757
出資金 137,330,218
その他 9,457,808

長期延滞債権 6,252,049,019
長期貸付金 728,783,927
基金 78,969,094,814
減債基金 6,425,648,531
その他 72,543,446,283

その他 136,063,218
徴収不能引当金 △ 1,029,502,344

流動資産 75,469,577,894
現金預金 31,621,184,459
未収金 6,698,332,749
短期貸付金 103,726,482
基金 37,259,483,637
財政調整基金 37,259,483,637
減債基金 -

棚卸資産 72,866,379
その他 893,272,867
徴収不能引当金 △ 1,179,288,679

繰延資産 - 1,701,612,530,893

1,838,917,467,377 1,838,917,467,377

連結貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：円）
金　　　額

経常費用 498,613,427,478
業務費用 165,944,485,561
人件費 61,066,542,985
職員給与費 55,574,104,278
賞与等引当金繰入額 2,179,472,104
退職手当引当金繰入額 2,539,628,524
その他 773,338,079

物件費等 102,233,585,281
物件費 75,392,764,601
維持補修費 17,966,421,609
減価償却費 8,842,923,950
その他 31,475,121

その他の業務費用 2,644,357,295
支払利息 439,071,862
徴収不能引当金繰入額 2,156,326,422
その他 48,959,011

移転費用 332,668,941,917
補助金等 252,199,044,501
社会保障給付 80,380,937,338
その他 88,960,078

経常収益 28,180,459,056
使用料及び手数料 15,541,690,656
その他 12,638,768,400

純経常行政コスト 470,432,968,422
臨時損失 1,015,252,060
災害復旧事業費 -
資産除売却損 371,601,254
損失補償等引当金繰入額 -
その他 643,650,806

臨時利益 155,726,407
資産売却益 74,186,337
その他 81,540,070

純行政コスト 471,292,494,075

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）

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 1,674,230,857,373 1,762,280,161,428 △ 88,446,533,751 397,229,696
純行政コスト（△） △ 471,292,494,075 △ 471,292,494,075 -
財源 497,421,080,167 497,408,817,993 12,262,174
税収等 316,099,843,212 316,087,581,038 12,262,174
国県等補助金 181,321,236,955 181,321,236,955 -

本年度差額 26,128,586,092 26,116,323,918 12,262,174
固定資産の変動（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 -
無償所管換等 3,396,885,950
他団体出資等分の増加 -
他団体出資等分の減少 △ 3,600,000
比例連結割合変更に伴う差額 △ 2,138,592,759
その他 △ 1,605,763
本年度純資産変動額 27,381,673,520 38,530,936,863 △ 11,157,925,517 8,662,174
本年度末純資産残高 1,701,612,530,893 1,800,811,098,291 △ 99,604,459,268 405,891,870

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

省略 



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 497,385,634,913
業務費用支出 164,659,315,111
人件費支出 62,357,993,592
物件費等支出 100,216,166,973
支払利息支出 456,823,257
その他の支出 1,628,331,289

移転費用支出 332,726,319,802
補助金等支出 252,256,422,386
社会保障給付支出 80,380,937,338
その他の支出 88,960,078

業務収入 519,423,471,164
税収等収入 314,972,948,002
国県等補助金収入 175,626,479,938
使用料及び手数料収入 16,466,884,788
その他の収入 12,357,158,436

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 22,037,836,251
【投資活動収支】
投資活動支出 35,721,439,434
公共施設等整備費支出 18,670,139,290
基金積立金支出 16,646,846,893
投資及び出資金支出 347,128,949
貸付金支出 7,168,984
その他の支出 50,155,318

投資活動収入 10,040,018,124
国県等補助金収入 5,744,912,335
基金取崩収入 3,280,675,869
貸付金元金回収収入 403,265,785
資産売却収入 610,836,254
その他の収入 327,881

投資活動収支 △ 25,681,421,310
【財務活動収支】
財務活動支出 10,486,836,690
地方債等償還支出 10,387,971,365
その他の支出 98,865,325

財務活動収入 18,044,254,292
地方債等発行収入 18,044,254,292
その他の収入 -

財務活動収支 7,557,417,602
本年度資金収支額 3,913,832,543
前年度末資金残高 19,860,847,026
比例連結割合変更に伴う差額 △ 77,339,049
本年度末資金残高 23,697,340,520

前年度末歳計外現金残高 7,745,916,366
本年度歳計外現金増減額 177,927,573
本年度末歳計外現金残高 7,923,843,939
本年度末現金預金残高 31,621,184,459

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


