
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 49,490,664,865 固定負債 18,522,358,907

有形固定資産 42,764,998,570 地方債等 15,862,167,034

事業用資産 12,441,390,685 長期未払金 -

土地 5,888,267,602 退職手当引当金 2,113,955,359

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 16,056,570,873 その他 546,236,514

建物減価償却累計額 △9,964,661,236 流動負債 1,981,542,921

工作物 2,030,442,153 1年内償還予定地方債等 1,547,188,443

工作物減価償却累計額 △1,595,501,907 未払金 228,003,347

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 150,777,649

航空機 - 預り金 49,321,203

航空機減価償却累計額 - その他 6,252,279

その他 - 20,503,901,828

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 26,273,200 固定資産等形成分 51,207,869,835

インフラ資産 29,668,125,413 余剰分（不足分） △18,451,714,984

土地 352,787,904 他団体出資等分 20,659,950

建物 3,379,540,859

建物減価償却累計額 △1,525,547,282

工作物 89,465,671,156

工作物減価償却累計額 △62,118,696,454

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 114,369,230

物品 4,354,803,560

物品減価償却累計額 △3,699,321,088

無形固定資産 24,967,468

ソフトウェア 24,236,186

その他 731,282

投資その他の資産 6,700,698,827

投資及び出資金 285,115,160

有価証券 -

出資金 285,115,160

その他 -

長期延滞債権 97,022,084

長期貸付金 4,593,798

基金 6,316,752,015

減債基金 483,567,609

その他 5,833,184,406

その他 1,837,659

徴収不能引当金 △4,621,889

流動資産 3,790,051,764

現金預金 1,827,631,868

未収金 223,827,170

短期貸付金 445,839

基金 1,716,759,131

財政調整基金 1,716,759,131

減債基金 -

棚卸資産 19,704,399

その他 3,891,711

徴収不能引当金 △2,208,354
繰延資産 - 32,776,814,801

53,280,716,629 53,280,716,629

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成31年３月31日現在）

科目 科目

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）

金額

経常費用 14,418,583,810

業務費用 7,738,787,390

人件費 2,209,498,350

職員給与費 1,895,233,420

賞与等引当金繰入額 150,777,649

退職手当引当金繰入額 4,540,000

その他 158,947,281

物件費等 5,192,546,374

物件費 2,806,708,425

維持補修費 26,916,224

減価償却費 2,351,259,295

その他 7,662,430

その他の業務費用 336,742,666

支払利息 199,207,731

徴収不能引当金繰入額 5,037,679

その他 132,497,256

移転費用 6,679,796,420

補助金等 4,088,567,206

社会保障給付 2,331,782,217

その他 259,446,997

経常収益 2,657,217,292

使用料及び手数料 1,796,250,416

その他 860,966,876

純経常行政コスト 11,761,366,518

臨時損失 115,003,165

災害復旧事業費 110,914,838

資産除売却損 1,362,747

損失補償等引当金繰入額 -

その他 2,725,580

臨時利益 6,582,634

資産売却益 3,788,179

その他 2,794,455

純行政コスト 11,869,787,049

【様式第２号】

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）

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 32,337,957,777 50,987,560,976 △18,661,438,518 11,835,319

純行政コスト（△） △11,869,787,049 △11,877,073,348 7,286,299

財源 12,351,197,433 12,351,197,433 -

税収等 7,779,372,523 7,779,372,523 -

国県等補助金 4,571,824,910 4,571,824,910 -

本年度差額 481,410,384 474,124,085 7,286,299

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 △1,330,640

無償所管換等 918,315

他団体出資等分の増加 1,538,332 1,538,332

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △61,228,795

その他 17,549,428

本年度純資産変動額 438,857,024 220,308,859 209,723,534 8,824,631

本年度末純資産残高 32,776,814,801 51,207,869,835 △18,451,714,984 20,659,950

【様式第３号】

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


