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

　固定資産      21,797,789,909 　固定負債       4,878,368,185

　　有形固定資産      20,549,351,172 　　地方債等       3,958,684,170

　　　事業用資産       6,413,364,778 　　長期未払金                  －

　　　　土地         520,808,122 　　退職手当引当金         905,534,083

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,541,739,827 　　その他          14,149,932

　　　　建物減価償却累計額     △7,775,544,561 　流動負債         547,343,015

　　　　工作物         230,130,548 　　1年内償還予定地方債等         471,348,034

　　　　工作物減価償却累計額       △124,383,853 　　未払金           4,770,156

　　　　船舶             241,943 　　未払費用           9,549,180

　　　　船舶減価償却累計額           △201,248 　　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          51,467,246

　　　　航空機                  － 　　預り金          10,208,399

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

　　　　その他                  － 負債合計       5,425,711,200

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

　　　　建設仮勘定          20,574,000 　固定資産等形成分      22,558,814,871

　　　インフラ資産      13,975,009,437 　余剰分（不足分）     △5,218,055,530

　　　　土地          19,673,489 　他団体出資等分             144,408

　　　　建物       1,066,523,000

　　　　建物減価償却累計額       △697,854,820

　　　　工作物      40,050,946,455

　　　　工作物減価償却累計額    △26,521,886,429

　　　　その他                   2

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          57,607,740

　　　物品         789,858,013

　　　物品減価償却累計額       △628,881,056

　　無形固定資産          82,162,338

　　　ソフトウェア          10,220,459

　　　その他          71,941,879

　　投資その他の資産       1,166,276,399

　　　投資及び出資金         389,025,254

　　　　有価証券              55,000

　　　　出資金         141,572,553

　　　　その他         247,397,701

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,997,223

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         710,942,042

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         710,942,042

　　　その他          58,991,748

　　　徴収不能引当金         △1,679,868

　流動資産         968,825,040

　　現金預金         163,095,760

　　未収金           7,034,731

　　短期貸付金           5,000,000

　　基金         785,445,946

　　　財政調整基金         584,579,729

　　　減債基金         200,866,217

　　棚卸資産           8,248,603

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      17,340,903,749

資産合計      22,766,614,949 負債及び純資産合計      22,766,614,949

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                  6,027,233,972

　業務費用                  3,486,262,092

　　人件費                    696,981,260

　　　職員給与費                    603,389,537

　　　賞与等引当金繰入額                     51,467,246

　　　退職手当引当金繰入額                          6,031

　　　その他                     42,118,446

　　物件費等                  2,641,309,588

　　　物件費                  1,173,374,020

　　　維持補修費                    239,004,646

　　　減価償却費                  1,186,850,868

　　　その他                     42,080,054

　　その他の業務費用                    147,971,244

　　　支払利息                     35,587,121

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,674,627

　　　その他                    110,709,496

　移転費用                  2,540,971,880

　　補助金等                  2,332,203,471

　　社会保障給付                    196,478,211

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     12,290,198

経常収益                    859,425,376

　使用料及び手数料                    205,972,065

　その他                    653,453,311

純経常行政コスト                  5,167,808,596

臨時損失                   △10,068,773

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                   △10,068,832

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             59

臨時利益                   △23,264,917

　資産売却益                   △23,264,917

　その他                             －

純行政コスト                  5,181,004,740

連結行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成31年03月31日

科目 金額



23,090,004,031 △5,408,241,39017,681,907,049前年度末純資産残高 144,408

△5,181,004,740△5,181,004,740　純行政コスト（△） －

4,841,001,5474,841,001,547　財源 －

3,179,022,6103,179,022,610　　税収等 －

1,661,978,9371,661,978,937　　国県等補助金 －

△340,003,193△340,003,193　本年度差額 －

△502,325,731 502,325,731　固定資産等の変動（内部変動） －

1,483,714,217 △1,483,714,217　　有形固定資産等の増加 －

△1,953,226,143 1,953,226,143　　有形固定資産等の減少 －

256,366,563 △256,366,563　　貸付金・基金等の増加 －

△289,180,368 289,180,368　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

1,822,6001,822,600　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 －

△2,921,800　比例連結割合変更に伴う差額

13,185,108 △13,086,01599,093　その他

△531,189,160 190,185,860△341,003,300　本年度純資産変動額 －

22,558,814,871 △5,218,055,53017,340,903,749本年度末純資産残高 144,408

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

連結純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

連結

至 平成31年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,666,991,841

　　業務費用支出                  1,877,069,935

　　　人件費支出                    571,515,435

　　　物件費等支出                  1,245,449,952

　　　支払利息支出                     35,575,534

　　　その他の支出                     24,529,014

　　移転費用支出                  1,789,921,906

　　　補助金等支出                  1,581,409,591

　　　社会保障給付支出                    196,478,211

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     12,034,104

　業務収入                  4,538,185,170

　　税収等収入                  2,627,583,019

　　国県等補助金収入                  1,334,743,648

　　使用料及び手数料収入                    205,289,597

　　その他の収入                    370,568,906

　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                    871,193,329

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    928,198,327

　　公共施設等整備費支出                    714,392,400

　　基金積立金支出                    208,170,927

　　投資及び出資金支出                        635,000

　　貸付金支出                      5,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    191,794,229

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    188,919,579

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      2,874,650

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △736,404,098

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    606,799,867

　　地方債等償還支出                    606,799,867

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    520,133,000

　　地方債等発行収入                    520,133,000

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △86,666,867

本年度資金収支額                     42,754,429

前年度末資金残高                     96,627,071

本年度末資金残高                    139,381,500

前年度末歳計外現金残高                     25,610,343

本年度歳計外現金増減額                    △1,896,083

本年度末歳計外現金残高                     23,714,260

本年度末現金預金残高                    163,095,760

連結資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成31年03月31日

科目 金額


