
【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 16,574,830,312   固定負債 2,305,730,391

    有形固定資産 14,427,134,962     地方債等 1,718,761,912

      事業用資産 3,786,167,397     長期未払金 -

        土地 849,380,388     退職手当引当金 586,968,479

        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 271,682,558

        建物 7,616,563,466     １年内償還予定地方債等 210,896,422

        建物減価償却累計額 -4,990,266,831     未払金 22,244,000

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,141,137,111     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -952,450,737     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 34,762,340

        船舶 -     預り金 3,779,796

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,577,412,949

        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 17,491,342,092

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,217,101,213

        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 575,209,369

      物品減価償却累計額 -436,716,370

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 47,214,582

      ソフトウェア 47,214,582

      その他 -

    投資その他の資産 2,100,480,768

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      長期延滞債権 12,122,491

      長期貸付金 10,414,000

      基金 2,062,574,976

        減債基金 433,763,556

        その他 1,628,811,420

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,421,699

  流動資産 1,276,823,516

    現金預金 357,439,886

    未収金 3,606,781

    短期貸付金 -

    基金 916,511,780

      財政調整基金 916,511,780

      減債基金 -

    棚卸資産 13,754

    その他 -

    徴収不能引当金 -748,685

  繰延資産 - 純資産合計 15,274,240,879

資産合計 17,851,653,828 負債及び純資産合計 17,851,653,828

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 -

    その他 14,947,402

純行政コスト 2,672,797,012

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 14,947,402

  臨時損失 130,274,832

    災害復旧事業費 46,241,627

    資産除売却損 84,033,205

    使用料及び手数料 59,651,251

    その他 151,980,344

純経常行政コスト 2,557,469,582

      社会保障給付 113,166,619

      その他 2,812,437

  経常収益 211,631,595

        その他 19,236,177

    移転費用 1,085,396,556

      補助金等 969,417,500

      その他の業務費用 34,872,331

        支払利息 14,951,876

        徴収不能引当金繰入額 684,278

        維持補修費 56,187,488

        減価償却費 672,926,788

        その他 -

        その他 74,909,853

      物件費等 1,146,688,334

        物件費 417,574,058

        職員給与費 392,471,762

        賞与等引当金繰入額 34,762,341

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,769,101,177

    業務費用 1,683,704,621

      人件費 502,143,956

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 15,545,628,890 17,888,145,007 -2,342,516,117 -

  純行政コスト（△） -2,672,797,012 -2,672,797,012 -

  財源 2,391,797,001 2,391,797,001 -

    税収等 1,619,601,635 1,619,601,635 -

    国県等補助金 772,195,366 772,195,366 -

  本年度差額 -281,000,011 -281,000,011 -

  固定資産等の変動（内部変動） -406,414,915 406,414,915

    有形固定資産等の増加 330,212,840 -330,212,840

    有形固定資産等の減少 -756,959,993 756,959,993

    貸付金・基金等の増加 21,039,328 -21,039,328

    貸付金・基金等の減少 -707,090 707,090

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,612,000 9,612,000

  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 -271,388,011 -396,802,915 125,414,904 -

本年度末純資産残高 15,274,240,879 17,491,342,092 -2,217,101,213 -

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 3,450,773

本年度歳計外現金増減額 329,023

本年度末歳計外現金残高 3,779,796

本年度末現金預金残高 357,439,886

財務活動収支 13,064,617

本年度資金収支額 29,159,997

前年度末資金残高 324,500,093

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 353,660,090

    地方債等償還支出 238,169,891

    その他の支出 9,065,492

  財務活動収入 260,300,000

    地方債等発行収入 260,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 4,586,000

投資活動収支 -301,241,725

【財務活動収支】

  財務活動支出 247,235,383

    その他の支出 -

  投資活動収入 99,717,266

    国県等補助金収入 94,438,905

    基金取崩収入 280,000

    貸付金元金回収収入 412,361

  投資活動支出 400,958,991

    公共施設等整備費支出 380,256,040

    基金積立金支出 20,702,951

    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 317,337,105

【投資活動収支】

    税収等収入 1,614,486,093

    国県等補助金収入 649,489,226

    使用料及び手数料収入 59,830,941

    その他の収入 105,200,285

  臨時支出 46,241,627

    移転費用支出 1,085,396,556

      補助金等支出 969,417,500

      社会保障給付支出 113,166,619

      その他の支出 2,812,437

  業務収入 2,429,006,545

    業務費用支出 1,008,415,992

      人件費支出 500,463,459

      物件費等支出 473,764,480

      支払利息支出 14,951,876

      その他の支出 19,236,177

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 2,093,812,548
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