
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 32,116,429,473   固定負債 8,975,511,363

    有形固定資産 28,977,409,955     地方債等 5,545,349,767

      事業用資産 8,937,521,739     長期未払金 158,294,000

        土地 1,897,430,386     退職手当引当金 1,486,622,095

        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 1,785,245,501

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 889,214,673

        建物 13,850,551,685     １年内償還予定地方債等 533,827,728

        建物減価償却累計額 -7,466,715,283     未払金 172,220,546

        建物減損損失累計額 -     未払費用 2,387,629

        工作物 44,289,500     前受金 69,315

        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 108,463,432

        船舶 -     預り金 65,630,916

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,615,107

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,864,726,036

        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 33,336,531,602

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,498,568,494

        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 13,497,323

      インフラ資産 19,175,398,366

        土地 175,534,388

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,086,267,026

        建物減価償却累計額 -722,242,323

        建物減損損失累計額 -

        工作物 40,021,753,042

        工作物減価償却累計額 -21,429,431,223

        工作物減損損失累計額 -

        その他 83,277,099

        その他減価償却累計額 -51,859,643

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,100,000

      物品 2,551,667,382

      物品減価償却累計額 -1,687,177,532

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 68,090,657

      ソフトウェア 19,718,075

      その他 48,372,582

    投資その他の資産 3,070,928,861

      投資及び出資金 348,833,000

        有価証券 1,200,000

        出資金 347,633,000

        その他 -

      長期延滞債権 103,352,067

      長期貸付金 6,264,961

      基金 2,641,489,833

        減債基金 -

        その他 2,641,489,833

      その他 800,000

      徴収不能引当金 -29,811,000

  流動資産 2,586,259,671

    現金預金 1,025,222,354

    未収金 333,439,405

    短期貸付金 1,320,746

    基金 1,218,781,383

      財政調整基金 970,922,441

      減債基金 247,858,942

    棚卸資産 1,803,783

    その他 12,425,200

    徴収不能引当金 -6,733,200

  繰延資産 - 純資産合計 24,837,963,108

資産合計 34,702,689,144 負債及び純資産合計 34,702,689,144

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：円）

    資産売却益 24,667,039

    その他 387,500

純行政コスト 8,041,532,252

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 380,000

  臨時利益 25,054,539

  臨時損失 12,414,896

    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 1,385,969,259

    その他 186,690,564

純経常行政コスト 8,054,171,895

      社会保障給付 433,790,860

      その他 8,414,316

  経常収益 1,572,659,823

        その他 141,690,771

    移転費用 4,264,717,918

      補助金等 3,822,512,742

      その他の業務費用 203,559,798

        支払利息 44,266,027

        徴収不能引当金繰入額 17,603,000

        維持補修費 78,084,524

        減価償却費 1,434,595,392

        その他 13,633,421

        その他 113,181,415

      物件費等 3,463,712,729

        物件費 1,937,399,392

        職員給与費 1,399,002,120

        賞与等引当金繰入額 74,065,574

        退職手当引当金繰入額 108,592,164

  経常費用 9,626,831,718

    業務費用 5,362,113,800

      人件費 1,694,841,273

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：連結会計 （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 25,172,376,591 34,106,378,718 -8,934,002,127 -

  純行政コスト（△） -8,041,532,252 -8,041,532,252 -

  財源 7,718,598,132 7,718,598,132 -

    税収等 4,349,980,778 4,349,980,778 -

    国県等補助金 3,368,617,354 3,368,617,354 -

  本年度差額 -322,934,120 -322,934,120 -

  固定資産等の変動（内部変動） -682,442,695 682,442,695

    有形固定資産等の増加 968,665,611 -968,665,611

    有形固定資産等の減少 -1,420,146,902 1,420,146,902

    貸付金・基金等の増加 166,360,514 -166,360,514

    貸付金・基金等の減少 -397,321,918 397,321,918

  資産評価差額 -287,640 -287,640

  無償所管換等 22,847,456 22,847,456

  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 -34,038,499 -109,964,237 75,925,738 -

  その他 -680 - -680

  本年度純資産変動額 -334,413,483 -769,847,116 435,433,633 -

本年度末純資産残高 24,837,963,108 33,336,531,602 -8,498,568,494 -

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：円）

前年度末歳計外現金残高 14,750,546

本年度歳計外現金増減額 50,789,009

本年度末歳計外現金残高 65,539,555

本年度末現金預金残高 1,025,222,354

財務活動収支 -242,662,366

本年度資金収支額 311,809,771

前年度末資金残高 576,459,747

比例連結割合変更に伴う差額 71,413,281

本年度末資金残高 959,682,799

    地方債等償還支出 872,796,396

    その他の支出 10,000,000

  財務活動収入 640,134,030

    地方債等発行収入 640,134,030

    その他の収入 -

    資産売却収入 26,564,711

    その他の収入 88,546,700

投資活動収支 -502,483,847

【財務活動収支】

  財務活動支出 882,796,396

    その他の支出 -

  投資活動収入 605,337,439

    国県等補助金収入 201,839,520

    基金取崩収入 280,401,220

    貸付金元金回収収入 7,985,288

  投資活動支出 1,107,821,286

    公共施設等整備費支出 955,533,856

    基金積立金支出 146,287,430

    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 1,321

  臨時収入 2,777,106

業務活動収支 1,056,955,984

【投資活動収支】

    税収等収入 5,143,125,288

    国県等補助金収入 3,168,195,249

    使用料及び手数料収入 1,574,495,967

    その他の収入 345,786,056

  臨時支出 113,920

    移転費用支出 4,294,355,979

      補助金等支出 3,850,963,803

      社会保障給付支出 434,545,860

      その他の支出 8,846,316

  業務収入 10,231,602,560

    業務費用支出 4,882,953,783

      人件費支出 1,798,159,839

      物件費等支出 2,784,459,094

      支払利息支出 44,729,027

      その他の支出 255,605,823

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 9,177,309,762


