
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 8,012,277,949 固定負債 1,861,305,279

有形固定資産 7,236,238,556 地方債等 1,483,253,307

事業用資産 3,681,611,404 長期未払金 20,458

土地 785,712,911 退職手当引当金 359,410,602

立木竹 - 損失補償等引当金 746,969

建物 6,548,913,541 その他 17,873,943

建物減価償却累計額 △3,777,978,409 流動負債 185,274,531

工作物 452,630,026 1年内償還予定地方債等 138,767,922

工作物減価償却累計額 △341,397,743 未払金 8,414,524

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 34,606,657

航空機 - 預り金 3,057,316

航空機減価償却累計額 - その他 428,112

その他 - 2,046,579,810

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 13,731,078 固定資産等形成分 8,408,299,780

インフラ資産 3,369,902,175 余剰分（不足分） △1,702,778,164

土地 28,165,590 他団体出資等分 -

建物 26,327,718

建物減価償却累計額 △17,065,192

工作物 7,095,306,903

工作物減価償却累計額 △4,487,464,884

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 724,632,040

物品 1,064,676,324

物品減価償却累計額 △879,951,347

無形固定資産 9,847,304

ソフトウェア 9,837,825

その他 9,479

投資その他の資産 766,192,089

投資及び出資金 4,268,908

有価証券 -

出資金 4,268,908

その他 -

長期延滞債権 75,630,652

長期貸付金 7,785,004

基金 680,745,088

減債基金 151,142,587

その他 529,602,501

その他 890,971

徴収不能引当金 △3,128,534

流動資産 739,823,477

現金預金 316,736,169

未収金 25,780,313

短期貸付金 -

基金 396,021,831

財政調整基金 396,021,754

減債基金 77

棚卸資産 1,226,907

その他 177,140

徴収不能引当金 △118,883

繰延資産 - 6,705,521,616

8,752,101,426 8,752,101,426

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【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



（単位：円）

金額

経常費用 2,964,650,740

業務費用 1,448,136,217

人件費 561,809,296

職員給与費 480,214,232

賞与等引当金繰入額 34,606,657

退職手当引当金繰入額 14,659,076

その他 32,329,331

物件費等 827,346,104

物件費 439,824,148

維持補修費 23,973,123

減価償却費 362,576,574

その他 972,259

その他の業務費用 58,980,817

支払利息 11,833,887

徴収不能引当金繰入額 1,897,912

その他 45,249,018

移転費用 1,516,514,523

補助金等 1,430,658,909

社会保障給付 61,198,402

その他 24,657,212

経常収益 344,889,060

使用料及び手数料 158,134,684

その他 186,754,376

純経常行政コスト 2,619,761,680

臨時損失 4,156,507

災害復旧事業費 -

資産除売却損 2,807,498

損失補償等引当金繰入額 746,969

その他 602,040

臨時利益 5,001

資産売却益 -

その他 5,001

純行政コスト 2,623,913,186

【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 6,876,408,843 8,570,788,394 △1,694,379,551 -

純行政コスト（△） △2,623,913,186 △2,623,913,186 -

財源 2,536,079,446 2,536,079,446 -

税収等 1,564,939,906 1,564,939,906 -

国県等補助金 971,139,540 971,139,540 -

本年度差額 △87,833,740 △87,833,740 -

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 -

無償所管換等 △153,818,714

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 70,765,227

その他 -

本年度純資産変動額 △170,887,227 △162,488,614 △8,398,613 -

本年度末純資産残高 6,705,521,616 8,408,299,780 △1,702,778,164 -

【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


