
【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 70,717   固定負債 42,665

    有形固定資産 65,891     地方債等 26,538

      事業用資産 25,478     長期未払金 -

        土地 11,834     退職手当引当金 3,385

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,784     その他 12,742

        建物減価償却累計額 -19,384   流動負債 3,492

        工作物 310     １年内償還予定地方債等 2,996

        工作物減価償却累計額 -107     未払金 203

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 8

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 262

        航空機 -     預り金 7

        航空機減価償却累計額 -     その他 15

        その他 - 負債合計 46,156

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 41   固定資産等形成分 71,898

      インフラ資産 39,770   余剰分（不足分） -44,727

        土地 10,228   他団体出資等分 -

        建物 1,088

        建物減価償却累計額 -410

        工作物 49,294

        工作物減価償却累計額 -20,463

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 32

      物品 3,107

      物品減価償却累計額 -2,464

    無形固定資産 2,749

      ソフトウェア 12

      その他 2,737

    投資その他の資産 2,077

      投資及び出資金 22

        有価証券 -

        出資金 22

        その他 -

      長期延滞債権 543

      長期貸付金 -

      基金 1,558

        減債基金 216

        その他 1,342

      その他 -

      徴収不能引当金 -46

  流動資産 2,609

    現金預金 1,015

    未収金 370

    短期貸付金 -

    基金 1,180

      財政調整基金 1,180

      減債基金 -

    棚卸資産 72

    その他 -

    徴収不能引当金 -27

  繰延資産 - 純資産合計 27,170

資産合計 73,327 負債及び純資産合計 73,327

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    資産売却益 1

    その他 16

純行政コスト 27,126

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 10

  臨時利益 17

  臨時損失 290

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 280

    使用料及び手数料 1,549

    その他 520

純経常行政コスト 26,853

      社会保障給付 3,911

      その他 42

  経常収益 2,068

        その他 514

    移転費用 18,403

      補助金等 14,450

      その他の業務費用 950

        支払利息 388

        徴収不能引当金繰入額 47

        維持補修費 148

        減価償却費 2,128

        その他 272

        その他 518

      物件費等 5,666

        物件費 3,118

        職員給与費 2,968

        賞与等引当金繰入額 253

        退職手当引当金繰入額 163

  経常費用 28,922

    業務費用 10,518

      人件費 3,903

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



【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 25,296 70,443 -45,147 -

  純行政コスト（△） -27,126 -27,126 -

  財源 26,355 26,355 -

    税収等 15,913 15,913 -

    国県等補助金 10,442 10,442 -

  本年度差額 -771 -771 -

  固定資産等の変動（内部変動） -889 889

    有形固定資産等の増加 9,238 -9,238

    有形固定資産等の減少 -10,412 10,412

    貸付金・基金等の増加 1,894 -1,894

    貸付金・基金等の減少 -1,609 1,609

  資産評価差額 192 192

  無償所管換等 2,189 2,189

  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 - - - -

  その他 264 -38 301

  本年度純資産変動額 1,875 1,455 420 -

本年度末純資産残高 27,170 71,898 -44,727 -

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】

（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,015

財務活動収支 -238

本年度資金収支額 -210

前年度末資金残高 1,225

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,015

    地方債等償還支出 2,774

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,536

    地方債等発行収入 2,536

    その他の収入 -

    資産売却収入 90

    その他の収入 -1

投資活動収支 -1,315

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,774

    その他の支出 17

  投資活動収入 1,434

    国県等補助金収入 380

    基金取崩収入 965

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,749

    公共施設等整備費支出 1,563

    基金積立金支出 1,170

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 88

    その他の支出 10

  臨時収入 41

業務活動収支 1,343

【投資活動収支】

    税収等収入 15,834

    国県等補助金収入 10,383

    使用料及び手数料収入 1,544

    その他の収入 510

  臨時支出 98

    移転費用支出 18,781

      補助金等支出 14,828

      社会保障給付支出 3,911

      その他の支出 42

  業務収入 28,272

    業務費用支出 8,090

      人件費支出 4,080

      物件費等支出 3,438

      支払利息支出 388

      その他の支出 184

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 26,871


