
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 19,195,548,093   固定負債 6,365,650,386

    有形固定資産 15,695,985,912     地方債等 5,020,184,386

      事業用資産 10,714,324,522     長期未払金 -

        土地 4,322,456,047     退職手当引当金 1,345,466,000

        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 846,861,586

        建物 13,798,221,481     １年内償還予定地方債等 789,409,763

        建物減価償却累計額 -7,918,210,439     未払金 35,670

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,346,695,820     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -847,219,339     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 51,824,048

        船舶 -     預り金 5,592,105

        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 7,212,511,972

        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 22,475,810,543

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,563,203,655

        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 3,770,502

        その他減価償却累計額 -1,649,550

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 10,260,000

      インフラ資産 4,790,929,878

        土地 137,228,964

        土地減損損失累計額 -

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -239,678,021

        建物減損損失累計額 -

        工作物 19,735,649,875

        工作物減価償却累計額 -15,485,159,136

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -5,188,190

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 20,985,600

      物品 809,218,688

      物品減価償却累計額 -618,487,176

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,499,562,181

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 26,850,305

      長期貸付金 5,370,000

      基金 3,352,733,572

        減債基金 -

        その他 3,352,733,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,966,696

  流動資産 3,929,570,767

    現金預金 638,035,668

    未収金 11,272,649

    短期貸付金 -

    基金 3,280,262,450

      財政調整基金 2,689,774,450

      減債基金 590,488,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 15,912,606,888

資産合計 23,125,118,860 負債及び純資産合計 23,125,118,860

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 283,665,463

    その他 -

純行政コスト 5,795,314,692

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 283,665,463

  臨時損失 359,787,577

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 359,787,577

    使用料及び手数料 183,523,939

    その他 255,311,725

純経常行政コスト 5,719,192,578

      社会保障給付 2,185,222,132

      その他 12,877,080

  経常収益 438,835,664

        その他 40,054,954

    移転費用 3,163,076,701

      補助金等 964,977,489

      その他の業務費用 91,932,032

        支払利息 49,126,323

        徴収不能引当金繰入額 2,750,755

        維持補修費 91,892,568

        減価償却費 629,952,578

        その他 4,786,680

        その他 54,815,789

      物件費等 1,980,371,975

        物件費 1,253,740,149

        職員給与費 797,597,697

        賞与等引当金繰入額 51,824,048

        退職手当引当金繰入額 18,410,000

  経常費用 6,158,028,242

    業務費用 2,994,951,541

      人件費 922,647,534

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：全体会計 （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 15,289,194,193 22,208,283,794 -6,919,089,601 -

  純行政コスト（△） -5,795,314,692 -5,795,314,692 -

  財源 6,418,409,481 6,418,409,481 -

    税収等 4,787,120,778 4,787,120,778 -

    国県等補助金 1,631,288,703 1,631,288,703 -

  本年度差額 623,094,789 623,094,789 -

  固定資産等の変動（内部変動） 267,208,843 -267,208,843

    有形固定資産等の増加 974,108,897 -974,108,897

    有形固定資産等の減少 -1,641,805,317 1,641,805,317

    貸付金・基金等の増加 1,040,206,569 -1,040,206,569

    貸付金・基金等の減少 -105,301,306 105,301,306

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 317,906 317,906

  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 623,412,695 267,526,749 355,885,946 -

本年度末純資産残高 15,912,606,888 22,475,810,543 -6,563,203,655 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 6,885,987

本年度歳計外現金増減額 -1,293,882

本年度末歳計外現金残高 5,592,105

本年度末現金預金残高 638,035,668

財務活動収支 -510,337,476

本年度資金収支額 -134,973,471

前年度末資金残高 767,417,034

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 632,443,563

    地方債等償還支出 862,237,476

    その他の支出 -

  財務活動収入 351,900,000

    地方債等発行収入 351,900,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 420,954,900

    その他の収入 -

投資活動収支 -889,031,050

【財務活動収支】

  財務活動支出 862,237,476

    その他の支出 -

  投資活動収入 592,769,900

    国県等補助金収入 92,856,000

    基金取崩収入 78,399,000

    貸付金元金回収収入 560,000

  投資活動支出 1,481,800,950

    公共施設等整備費支出 459,333,172

    基金積立金支出 1,022,227,778

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 240,000

    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 1,264,395,055

【投資活動収支】

    税収等収入 4,788,471,877

    国県等補助金収入 1,538,432,703

    使用料及び手数料収入 186,935,755

    その他の収入 255,305,696

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,163,076,701

      補助金等支出 964,977,489

      社会保障給付支出 2,185,222,132

      その他の支出 12,877,080

  業務収入 6,769,146,031

    業務費用支出 2,341,674,275

      人件費支出 902,758,501

      物件費等支出 1,358,958,056

      支払利息支出 49,126,323

      その他の支出 30,831,395

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 5,504,750,976


