
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 30,032,144,703   固定負債 6,815,492,599

    有形固定資産 26,896,851,501     地方債等 5,238,838,922

      事業用資産 7,219,139,444     長期未払金 158,294,000

        土地 1,869,602,746     退職手当引当金 923,810,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 304,491,500     その他 494,549,677

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 678,380,160

        建物 11,587,269,252     １年内償還予定地方債等 471,693,129

        建物減価償却累計額 -6,886,839,244     未払金 74,856,957

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 44,180,162     前受金 2,268

        工作物減価償却累計額 -10,429,906     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 64,934,000

        船舶 -     預り金 65,533,139

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,360,667

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,493,872,759

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 31,212,996,072

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,599,792,999

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 489,570,476

        その他減価償却累計額 -185,163,942

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,458,400

      インフラ資産 18,861,039,910

        土地 157,146,388

        土地減損損失累計額 -

        建物 318,613,026

        建物減価償却累計額 -148,832,323

        建物減損損失累計額 -

        工作物 39,229,338,042

        工作物減価償却累計額 -20,707,325,223

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,100,000

      物品 2,393,557,735

      物品減価償却累計額 -1,576,885,588

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 64,923,203

      ソフトウェア 17,895,901

      その他 47,027,302

    投資その他の資産 3,070,369,999

      投資及び出資金 353,833,000

        有価証券 6,200,000

        出資金 347,633,000

        その他 -

      長期延滞債権 103,168,134

      長期貸付金 6,264,961

      基金 2,636,911,904

        減債基金 -

        その他 2,636,911,904

      その他 -

      徴収不能引当金 -29,808,000

  流動資産 2,074,931,129

    現金預金 764,863,613

    未収金 134,277,427

    短期貸付金 1,320,746

    基金 1,179,530,623

      財政調整基金 931,671,681

      減債基金 247,858,942

    棚卸資産 1,626,420

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,687,700

  繰延資産 - 純資産合計 24,613,203,073

資産合計 32,107,075,832 負債及び純資産合計 32,107,075,832

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 24,050,039

    その他 -

純行政コスト 6,708,647,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 24,050,039

  臨時損失 12,034,896

    災害復旧事業費 112,599

    資産除売却損 11,922,297

    使用料及び手数料 223,982,172

    その他 71,217,526

純経常行政コスト 6,720,662,143

      社会保障給付 431,859,306

      その他 8,225,441

  経常収益 295,199,698

        その他 43,492,226

    移転費用 3,592,419,296

      補助金等 3,152,334,549

      その他の業務費用 102,451,077

        支払利息 41,362,851

        徴収不能引当金繰入額 17,596,000

        維持補修費 67,854,719

        減価償却費 1,267,622,414

        その他 13,534,421

        その他 99,335,074

      物件費等 2,353,567,862

        物件費 1,004,556,308

        職員給与費 781,904,532

        賞与等引当金繰入額 64,934,000

        退職手当引当金繰入額 21,250,000

  経常費用 7,015,861,841

    業務費用 3,423,442,545

      人件費 967,423,606

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】

会計：全体会計 （単位：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 24,883,516,331 31,773,705,581 -6,890,189,250 -

  純行政コスト（△） -6,708,647,000 -6,708,647,000 -

  財源 6,415,237,753 6,415,237,753 -

    税収等 4,305,912,578 4,305,912,578 -

    国県等補助金 2,109,325,175 2,109,325,175 -

  本年度差額 -293,409,247 -293,409,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） -583,805,498 583,805,498

    有形固定資産等の増加 936,108,548 -936,108,548

    有形固定資産等の減少 -1,275,469,605 1,275,469,605

    貸付金・基金等の増加 140,170,754 -140,170,754

    貸付金・基金等の減少 -384,615,195 384,615,195

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 23,095,989 23,095,989

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -270,313,258 -560,709,509 290,396,251 -

本年度末純資産残高 24,613,203,073 31,212,996,072 -6,599,792,999 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 65,533,139

本年度末歳計外現金残高 65,533,139

本年度末現金預金残高 764,863,613

財務活動収支 65,807,513

本年度資金収支額 370,762,080

前年度末資金残高 328,568,394

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 699,330,474

    地方債等償還支出 554,348,487

    その他の支出 10,000,000

  財務活動収入 630,156,000

    地方債等発行収入 630,156,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 24,998,711

    その他の収入 47,274,780

投資活動収支 -521,627,013

【財務活動収支】

  財務活動支出 564,348,487

    その他の支出 -

  投資活動収入 536,240,369

    国県等補助金収入 200,028,000

    基金取崩収入 255,953,590

    貸付金元金回収収入 7,985,288

  投資活動支出 1,057,867,382

    公共施設等整備費支出 936,108,548

    基金積立金支出 115,758,834

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,000,000

    災害復旧事業費支出 112,599

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 826,581,580

【投資活動収支】

    税収等収入 4,388,712,528

    国県等補助金収入 1,909,297,175

    使用料及び手数料収入 157,931,520

    その他の収入 71,240,715

  臨時支出 112,599

    移転費用支出 3,592,419,296

      補助金等支出 3,152,334,549

      社会保障給付支出 431,859,306

      その他の支出 8,225,441

  業務収入 6,527,181,938

    業務費用支出 2,108,068,463

      人件費支出 946,247,606

      物件費等支出 1,076,965,780

      支払利息支出 41,362,851

      その他の支出 43,492,226

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 5,700,487,759


