
【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 29,927,091,594   固定負債 14,313,016,856

    有形固定資産 25,399,752,314     地方債等 11,587,555,720

      事業用資産 11,305,645,625     長期未払金 -

        土地 5,285,728,094     退職手当引当金 1,908,588,031

        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 1,323,582,019

        建物 15,716,231,607     １年内償還予定地方債等 991,439,059

        建物減価償却累計額 -10,679,836,451     未払金 123,607,286

        建物減損損失累計額 -     未払費用 5,564

        工作物 2,299,608,071     前受金 235,000

        工作物減価償却累計額 -1,337,998,096     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 110,362,628

        船舶 -     預り金 85,296,956

        船舶減価償却累計額 -     その他 12,635,526

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 15,636,598,875

        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 30,928,729,142

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -14,325,791,981

        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 464,879,212

      物品減価償却累計額 -350,992,893

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 777,709,648

      ソフトウェア 6,549,741

      その他 771,159,907

    投資その他の資産 3,749,629,632

      投資及び出資金 49,884,000

        有価証券 -

        出資金 48,884,000

        その他 1,000,000

      長期延滞債権 165,354,347

      長期貸付金 702,952

      基金 3,510,994,405

        減債基金 113,209,298

        その他 3,397,785,107

      その他 37,713,369

      徴収不能引当金 -15,019,441

  流動資産 2,312,444,442

    現金預金 1,168,797,947

    未収金 147,485,358

    短期貸付金 -

    基金 1,001,637,548

      財政調整基金 1,001,637,548

      減債基金 -

    棚卸資産 661,060

    その他 626,732

    徴収不能引当金 -6,764,203

  繰延資産 - 純資産合計 16,602,937,161

資産合計 32,239,536,036 負債及び純資産合計 32,239,536,036

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 13,682,641

    その他 4,004,656

純行政コスト 14,075,904,655

    損失補償等引当金繰入額 11,236,000

    その他 -

  臨時利益 17,687,297

  臨時損失 11,834,907

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 598,907

    使用料及び手数料 644,750,514

    その他 334,274,077

純経常行政コスト 14,081,757,045

      社会保障給付 1,006,138,332

      その他 12,514,738

  経常収益 979,024,591

        その他 225,711,761

    移転費用 9,142,435,238

      補助金等 8,123,782,168

      その他の業務費用 373,635,624

        支払利息 132,117,647

        徴収不能引当金繰入額 15,806,216

        維持補修費 167,533,439

        減価償却費 1,134,769,239

        その他 2,952,871

        その他 630,229,482

      物件費等 3,768,785,687

        物件費 2,463,530,138

        職員給与費 1,096,637,394

        賞与等引当金繰入額 106,581,255

        退職手当引当金繰入額 -57,523,044

  経常費用 15,060,781,636

    業務費用 5,918,346,398

      人件費 1,775,925,087

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 17,119,016,584 31,091,356,534 -13,972,339,950 -

  純行政コスト（△） -14,075,904,655 -14,075,904,655 -

  財源 13,615,594,762 13,615,594,762 -

    税収等 8,529,729,520 8,529,729,520 -

    国県等補助金 5,085,865,242 5,085,865,242 -

  本年度差額 -460,309,893 -460,309,893 -

  固定資産等の変動（内部変動） -71,990,315 71,990,315

    有形固定資産等の増加 1,367,286,504 -1,367,286,504

    有形固定資産等の減少 -1,615,206,151 1,615,206,151

    貸付金・基金等の増加 826,813,822 -826,813,822

    貸付金・基金等の減少 -650,884,490 650,884,490

  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 -56,429,745 -90,637,084 34,207,339 -

  その他 660,208 - 660,208

  本年度純資産変動額 -516,079,423 -162,627,392 -353,452,031 -

本年度末純資産残高 16,602,937,161 30,928,729,142 -14,325,791,981 -

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 85,231,627

本年度歳計外現金増減額 -1,978,840

本年度末歳計外現金残高 83,252,787

本年度末現金預金残高 1,168,797,947

財務活動収支 78,424,526

本年度資金収支額 -572,689,945

前年度末資金残高 1,658,842,684

比例連結割合変更に伴う差額 -607,579

本年度末資金残高 1,085,545,160

    地方債等償還支出 952,058,385

    その他の支出 5,667,000

  財務活動収入 1,036,149,911

    地方債等発行収入 1,014,198,641

    その他の収入 21,951,270

    資産売却収入 13,726,878

    その他の収入 1,709,481

投資活動収支 -870,311,865

【財務活動収支】

  財務活動支出 957,725,385

    その他の支出 -

  投資活動収入 576,981,997

    国県等補助金収入 163,507,278

    基金取崩収入 386,537,467

    貸付金元金回収収入 11,500,893

  投資活動支出 1,447,293,862

    公共施設等整備費支出 879,166,790

    基金積立金支出 556,745,469

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,381,603

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 47,406

業務活動収支 219,197,394

【投資活動収支】

    税収等収入 8,428,186,362

    国県等補助金収入 5,006,422,663

    使用料及び手数料収入 652,193,198

    その他の収入 299,226,307

  臨時支出 -

    移転費用支出 9,147,738,690

      補助金等支出 8,122,310,288

      社会保障給付支出 1,006,138,332

      その他の支出 19,290,070

  業務収入 14,386,028,530

    業務費用支出 5,019,139,852

      人件費支出 1,762,471,470

      物件費等支出 2,883,312,168

      支払利息支出 132,119,936

      その他の支出 241,236,278

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 14,166,878,542


