
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 63,423   固定負債 23,195

    有形固定資産 55,853     地方債等 9,928

      事業用資産 25,740     長期未払金 -

        土地 1,196     退職手当引当金 2,563

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 40,927     その他 10,704

        建物減価償却累計額 -19,763   流動負債 1,996

        工作物 4,973     １年内償還予定地方債等 980

        工作物減価償却累計額 -1,885     未払金 519

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 199

        航空機 -     預り金 133

        航空機減価償却累計額 -     その他 164

        その他 531 負債合計 25,190

        その他減価償却累計額 -468 【純資産の部】

        建設仮勘定 229   固定資産等形成分 71,868

      インフラ資産 26,164   余剰分（不足分） -22,358

        土地 1,852   他団体出資等分 -

        建物 3,943

        建物減価償却累計額 -2,121

        工作物 60,329

        工作物減価償却累計額 -37,937

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 97

      物品 10,743

      物品減価償却累計額 -6,794

    無形固定資産 65

      ソフトウェア 47

      その他 19

    投資その他の資産 7,504

      投資及び出資金 73

        有価証券 4

        出資金 69

        その他 -

      長期延滞債権 135

      長期貸付金 386

      基金 6,836

        減債基金 1,255

        その他 5,581

      その他 88

      徴収不能引当金 -13

  流動資産 11,277

    現金預金 2,170

    未収金 452

    短期貸付金 2

    基金 8,443

      財政調整基金 7,716

      減債基金 727

    棚卸資産 72

    その他 145

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 0 純資産合計 49,510

資産合計 74,700 負債及び純資産合計 74,700

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

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

科目名 金額

  経常費用 17,828

    業務費用 12,689

      人件費 4,469

        職員給与費 3,297

        賞与等引当金繰入額 162

        退職手当引当金繰入額 504

        その他 505

      物件費等 7,600

        物件費 3,546

        維持補修費 562

        減価償却費 3,075

        その他 418

      その他の業務費用 620

        支払利息 187

        徴収不能引当金繰入額 17

        その他 417

    移転費用 5,139

      補助金等 3,096

      社会保障給付 1,999

      その他 44

  経常収益 2,375

    使用料及び手数料 1,262

    その他 1,112

純経常行政コスト 15,454

  臨時損失 77

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 77

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 158

    資産売却益 158

    その他 -

純行政コスト 15,373



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 47,936 70,936 -23,000 -

  純行政コスト（△） -15,373 -15,373 -

  財源 17,068 17,068 -

    税収等 11,023 11,023 -

    国県等補助金 6,045 6,045 -

  本年度差額 1,695 1,695 -

  固定資産等の変動（内部変動） 921 -921

    有形固定資産等の増加 6,230 -6,230

    有形固定資産等の減少 -5,351 5,351

    貸付金・基金等の増加 2,294 -2,294

    貸付金・基金等の減少 -2,252 2,252

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 31 31

  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 6 1 5 -

  その他 -158 -194 36

  本年度純資産変動額 1,574 759 815 -

本年度末純資産残高 49,510 71,695 -22,185 -

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,143

    業務費用支出 9,004

      人件費支出 3,925

      物件費等支出 4,478

      支払利息支出 187

      その他の支出 413

    移転費用支出 5,139

      補助金等支出 3,096

      社会保障給付支出 1,999

      その他の支出 44

  業務収入 16,641

    税収等収入 10,616

    国県等補助金収入 3,600

    使用料及び手数料収入 1,329

    その他の収入 1,095

  臨時支出 40

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 40

  臨時収入 0

業務活動収支 2,458

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,746

    公共施設等整備費支出 4,009

    基金積立金支出 1,625

    投資及び出資金支出 6

    貸付金支出 107

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,573

    国県等補助金収入 2,777

    基金取崩収入 1,523

    貸付金元金回収収入 116

    資産売却収入 158

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,173

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,197

    地方債等償還支出 1,158

    その他の支出 39

  財務活動収入 283

    地方債等発行収入 283

    その他の収入 0

前年度末歳計外現金残高 632

本年度歳計外現金増減額 -507

本年度末歳計外現金残高 125

本年度末現金預金残高 2,170

財務活動収支 -914

本年度資金収支額 371

前年度末資金残高 1,674

比例連結割合変更に伴う差額 -1

本年度末資金残高 2,045


