
【様式第1号】

（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 26,308,715,885   固定負債 11,881,344,637

    有形固定資産 23,789,286,894     地方債等 10,899,037,923

      事業用資産 9,702,999,658     長期未払金 -

        土地 5,116,655,698     退職手当引当金 165,433,609

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 11,236,000

        立木竹 10,000,000     その他 805,637,105

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,205,641,684

        建物 14,291,239,980     １年内償還予定地方債等 955,179,298

        建物減価償却累計額 -10,112,694,536     未払金 57,782,290

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 558,843,281     前受金 235,000

        工作物減価償却累計額 -172,957,165     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 108,610,286

        船舶 -     預り金 82,516,454

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,318,356

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,086,986,321

        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 27,237,376,008

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,045,597,181

        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 -

        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 11,912,400

      インフラ資産 13,980,220,370

        土地 2,296,163,977

        土地減損損失累計額 -

        建物 946,328,044

        建物減価償却累計額 -507,098,909

        建物減損損失累計額 -

        工作物 29,378,005,075

        工作物減価償却累計額 -18,621,482,600

        工作物減損損失累計額 -

        その他 723,887,053

        その他減価償却累計額 -474,228,439

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 238,646,169

      物品 423,639,812

      物品減価償却累計額 -317,572,946

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 775,661,040

      ソフトウェア 4,702,560

      その他 770,958,480

    投資その他の資産 1,743,767,951

      投資及び出資金 48,869,000

        有価証券 -

        出資金 48,869,000

        その他 -

      長期延滞債権 163,461,361

      長期貸付金 -

      基金 1,546,206,575

        減債基金 113,209,298

        その他 1,432,997,277

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,768,985

  流動資産 1,970,049,263

    現金預金 951,081,084

    未収金 96,247,936

    短期貸付金 -

    基金 928,660,123

      財政調整基金 928,660,123

      減債基金 -

    棚卸資産 661,060

    その他 82,550

    徴収不能引当金 -6,683,490

  繰延資産 - 純資産合計 15,191,778,827

資産合計 28,278,765,148 負債及び純資産合計 28,278,765,148

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 13,501,763

    その他 -

純行政コスト 11,462,967,206

    損失補償等引当金繰入額 11,236,000

    その他 -

  臨時利益 13,501,763

  臨時損失 11,236,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 588,974,201

    その他 134,262,373

純経常行政コスト 11,465,232,969

      社会保障給付 1,006,128,850

      その他 8,576,960

  経常収益 723,236,574

        その他 147,878,906

    移転費用 7,073,975,740

      補助金等 6,059,269,930

      その他の業務費用 294,328,616

        支払利息 130,776,490

        徴収不能引当金繰入額 15,673,220

        維持補修費 76,407,348

        減価償却費 1,050,214,398

        その他 2,952,871

        その他 488,879,777

      物件費等 3,352,335,454

        物件費 2,222,760,837

        職員給与費 940,901,517

        賞与等引当金繰入額 104,828,913

        退職手当引当金繰入額 -66,780,474

  経常費用 12,188,469,543

    業務費用 5,114,493,803

      人件費 1,467,829,733

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：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 15,724,578,730 27,626,762,967 -11,902,184,237 -

  純行政コスト（△） -11,462,967,206 -11,462,967,206 -

  財源 10,930,167,296 10,930,167,296 -

    税収等 7,114,112,867 7,114,112,867 -

    国県等補助金 3,816,054,429 3,816,054,429 -

  本年度差額 -532,799,910 -532,799,910 -

  固定資産等の変動（内部変動） -389,386,966 389,386,966

    有形固定資産等の増加 581,621,567 -581,621,567

    有形固定資産等の減少 -1,133,211,342 1,133,211,342

    貸付金・基金等の増加 754,097,287 -754,097,287

    貸付金・基金等の減少 -591,894,478 591,894,478

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7 7

  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 -532,799,903 -389,386,959 -143,412,944 -

本年度末純資産残高 15,191,778,827 27,237,376,008 -12,045,597,181 -

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：円）

前年度末歳計外現金残高 84,255,851

本年度歳計外現金増減額 -1,739,397

本年度末歳計外現金残高 82,516,454

本年度末現金預金残高 951,081,084

財務活動収支 -172,187,984

本年度資金収支額 -556,873,796

前年度末資金残高 1,425,438,426

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 868,564,630

    地方債等償還支出 937,487,984

    その他の支出 -

  財務活動収入 765,300,000

    地方債等発行収入 765,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,546,000

    その他の収入 1,622,064

投資活動収支 -575,473,338

【財務活動収支】

  財務活動支出 937,487,984

    その他の支出 -

  投資活動収入 434,507,064

    国県等補助金収入 59,545,000

    基金取崩収入 348,609,000

    貸付金元金回収収入 11,185,000

  投資活動支出 1,009,980,402

    公共施設等整備費支出 489,663,986

    基金積立金支出 509,131,416

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,185,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 190,787,526

【投資活動収支】

    税収等収入 7,094,993,825

    国県等補助金収入 3,758,237,429

    使用料及び手数料収入 596,416,929

    その他の収入 103,161,835

  臨時支出 -

    移転費用支出 7,073,975,740

      補助金等支出 6,059,269,930

      社会保障給付支出 1,006,128,850

      その他の支出 8,576,960

  業務収入 11,552,810,018

    業務費用支出 4,288,046,752

      人件費支出 1,528,546,853

      物件費等支出 2,463,471,516

      支払利息支出 130,776,490

      その他の支出 165,251,893

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 11,362,022,492


