
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,040,302   固定負債 217,269

    有形固定資産 1,015,399     地方債等 133,304

      事業用資産 486,874     長期未払金 -

        土地 379,440     退職手当引当金 24,378

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 191,495     その他 59,588

        建物減価償却累計額 △ 93,773   流動負債 22,568

        工作物 20,640     １年内償還予定地方債等 13,848

        工作物減価償却累計額 △ 13,079     未払金 5,271

        船舶 13     未払費用 17

        船舶減価償却累計額 △ 13     前受金 76

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 2,341

        航空機 -     預り金 353

        航空機減価償却累計額 -     その他 663

        その他 56 負債合計 239,837

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,094   固定資産等形成分 1,050,470

      インフラ資産 504,757   余剰分（不足分） △ 193,438

        土地 277,720   他団体出資等分 1,172

        建物 21,819

        建物減価償却累計額 △ 12,529

        工作物 415,678

        工作物減価償却累計額 △ 203,587

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,656

      物品 100,522

      物品減価償却累計額 △ 76,754

    無形固定資産 1,972

      ソフトウェア 688

      その他 1,283

    投資その他の資産 22,931

      投資及び出資金 997

        有価証券 500

        出資金 497

        その他 0

      長期延滞債権 3,756

      長期貸付金 684

      基金 15,122

        減債基金 -

        その他 15,122

      その他 2,819

      徴収不能引当金 △ 447

  流動資産 57,739

    現金預金 24,301

    未収金 6,575

    短期貸付金 146

    基金 10,022

      財政調整基金 10,022

      減債基金 -

    棚卸資産 16,925

    その他 45

    徴収不能引当金 △ 275

  繰延資産 - 純資産合計 858,204

資産合計 1,098,041 負債及び純資産合計 1,098,041

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）

連 結



【様式第2号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 255,560

    業務費用 113,090

      人件費 42,956

        職員給与費 32,492

        賞与等引当金繰入額 2,570

        退職手当引当金繰入額 1,592

        その他 6,301

      物件費等 64,482

        物件費 42,012

        維持補修費 5,414

        減価償却費 16,049

        その他 1,007

      その他の業務費用 5,652

        支払利息 1,789

        徴収不能引当金繰入額 689

        その他 3,175

    移転費用 142,470

      補助金等 108,935

      社会保障給付 30,224

      その他 3,311

  経常収益 32,773

    使用料及び手数料 27,348

    その他 5,425

純経常行政コスト 222,787

  臨時損失 2,186

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,637

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 549

  臨時利益 411

    資産売却益 127

    その他 284

純行政コスト 224,562

連 結



【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 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 853,422 1,044,868 △ 192,623 1,177

  純行政コスト（△） △ 224,562 △ 224,562 -

  財源 224,820 224,820 -

    税収等 147,260 147,260 -

    国県等補助金 77,559 77,559 -

  本年度差額 257 257 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,677 △ 1,677

    有形固定資産等の増加 27,289 △ 27,289

    有形固定資産等の減少 △ 29,786 29,786

    貸付金・基金等の増加 12,441 △ 12,441

    貸付金・基金等の減少 △ 8,267 8,267

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,827 4,827

  他団体出資等分の増加 △ 12 12

  他団体出資等分の減少 16 △ 16

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 △ 302 △ 903 600

  本年度純資産変動額 4,782 5,602 △ 815 △ 5

本年度末純資産残高 858,204 1,050,470 △ 193,438 1,172

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

連 結



【様式第4号】

（単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 238,743

    業務費用支出 96,285

      人件費支出 42,677

      物件費等支出 48,615

      支払利息支出 1,804

      その他の支出 3,189

    移転費用支出 142,458

      補助金等支出 108,920

      社会保障給付支出 30,224

      その他の支出 3,314

  業務収入 249,900

    税収等収入 144,659

    国県等補助金収入 72,215

    使用料及び手数料収入 27,330

    その他の収入 5,695

  臨時支出 521

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 521

  臨時収入 2,524

業務活動収支 13,159

【投資活動収支】

  投資活動支出 21,532

    公共施設等整備費支出 12,928

    基金積立金支出 6,563

    投資及び出資金支出 100

    貸付金支出 1,940

    その他の支出 1

  投資活動収入 8,956

    国県等補助金収入 3,711

    基金取崩収入 3,469

    貸付金元金回収収入 1,485

    資産売却収入 291

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 12,576

【財務活動収支】

  財務活動支出 14,414

    地方債等償還支出 13,983

    その他の支出 431

  財務活動収入 11,371

    地方債等発行収入 11,370

    その他の収入 1

前年度末歳計外現金残高 443

本年度歳計外現金増減額 △ 94

本年度末歳計外現金残高 349

本年度末現金預金残高 24,301

財務活動収支 △ 3,043

本年度資金収支額 △ 2,460

前年度末資金残高 26,412

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 23,952

連 結


