
【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 16,927,257,224   固定負債 2,459,508,854

    有形固定資産 14,619,847,033     地方債等 1,736,969,741

      事業用資産 3,957,578,765     長期未払金 1,874,391

        土地 923,385,715     退職手当引当金 720,664,722

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 292,059,097

        建物 7,989,918,387     １年内償還予定地方債等 216,166,341

        建物減価償却累計額 -5,276,508,096     未払金 23,212,400

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,160,680,270     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -961,701,511     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 41,816,373

        船舶 -     預り金 4,472,013

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,391,970

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,751,567,951

        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 17,865,797,604

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,371,801,145

        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 121,804,000

      インフラ資産 10,502,474,566

        土地 77,426,195

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,409,957,270

        工作物減価償却累計額 -16,000,871,299

        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 15,962,400

      物品 766,023,084

      物品減価償却累計額 -606,229,382

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 47,393,200

      ソフトウェア 47,393,200

      その他 -

    投資その他の資産 2,260,016,991

      投資及び出資金 3,295,000

        有価証券 -

        出資金 3,295,000

        その他 -

      長期延滞債権 12,204,916

      長期貸付金 10,414,000

      基金 2,235,533,724

        減債基金 433,763,556

        その他 1,801,770,168

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,430,649

  流動資産 1,318,307,186

    現金預金 375,549,506

    未収金 4,828,896

    短期貸付金 -

    基金 938,540,380

      財政調整基金 938,540,380

      減債基金 -

    棚卸資産 139,830

    その他 -

    徴収不能引当金 -751,426

  繰延資産 - 純資産合計 15,493,996,459

資産合計 18,245,564,410 負債及び純資産合計 18,245,564,410

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 57,836

    その他 16,304,462

純行政コスト 3,066,878,375

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 16,362,298

  臨時損失 130,274,834

    災害復旧事業費 46,241,627

    資産除売却損 84,033,207

    使用料及び手数料 67,368,621

    その他 177,199,262

純経常行政コスト 2,952,965,839

      社会保障給付 538,349,283

      その他 3,312,845

  経常収益 244,567,883

        その他 26,333,208

    移転費用 1,311,836,623

      補助金等 770,174,495

      その他の業務費用 42,002,487

        支払利息 14,976,051

        徴収不能引当金繰入額 693,228

        維持補修費 60,292,690

        減価償却費 685,738,384

        その他 33,486

        その他 83,571,908

      物件費等 1,204,269,043

        物件費 458,204,483

        職員給与費 506,232,658

        賞与等引当金繰入額 41,816,048

        退職手当引当金繰入額 7,804,955

  経常費用 3,197,533,722

    業務費用 1,885,697,099

      人件費 639,425,569

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 15,777,024,237 18,278,165,953 -2,501,141,716 -

  純行政コスト（△） -3,066,878,375 -3,066,878,375 -

  財源 2,774,689,050 2,774,689,050 -

    税収等 1,826,248,850 1,826,248,850 -

    国県等補助金 948,440,200 948,440,200 -

  本年度差額 -292,189,325 -292,189,325 -

  固定資産等の変動（内部変動） -417,998,533 417,998,533

    有形固定資産等の増加 339,616,266 -339,616,266

    有形固定資産等の減少 -769,810,390 769,810,390

    貸付金・基金等の増加 26,991,545 -26,991,545

    貸付金・基金等の減少 -14,795,954 14,795,954

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11,379,390 11,379,390

  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 -2,217,843 -5,749,206 3,531,363 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -283,027,778 -412,368,349 129,340,571 -

本年度末純資産残高 15,493,996,459 17,865,797,604 -2,371,801,145 -

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 3,857,393

本年度歳計外現金増減額 346,838

本年度末歳計外現金残高 4,204,231

本年度末現金預金残高 375,549,506

財務活動収支 10,050,793

本年度資金収支額 31,686,754

前年度末資金残高 340,767,860

比例連結割合変更に伴う差額 -1,109,339

本年度末資金残高 371,345,275

    地方債等償還支出 243,286,813

    その他の支出 9,092,695

  財務活動収入 262,430,301

    地方債等発行収入 262,430,301

    その他の収入 -

    資産売却収入 57,836

    その他の収入 4,586,000

投資活動収支 -307,958,733

【財務活動収支】

  財務活動支出 252,379,508

    その他の支出 -

  投資活動収入 102,671,508

    国県等補助金収入 94,438,905

    基金取崩収入 3,176,406

    貸付金元金回収収入 412,361

  投資活動支出 410,630,241

    公共施設等整備費支出 386,732,997

    基金積立金支出 23,897,244

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 46,241,627

    その他の支出 -

  臨時収入 28,384,735

業務活動収支 329,594,694

【投資活動収支】

    税収等収入 1,821,133,308

    国県等補助金収入 825,734,060

    使用料及び手数料収入 67,548,311

    その他の収入 130,045,299

  臨時支出 46,241,627

    移転費用支出 1,311,836,623

      補助金等支出 770,174,495

      社会保障給付支出 538,349,283

      その他の支出 3,312,845

  業務収入 2,844,460,978

    業務費用支出 1,185,172,769

      人件費支出 623,540,988

      物件費等支出 520,852,577

      支払利息支出 14,976,051

      その他の支出 25,803,153

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 2,497,009,392
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