
【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 23,848,832,994   固定負債 9,282,574,827

    有形固定資産 20,459,017,132     地方債等 6,618,138,242

      事業用資産 5,633,919,417     長期未払金 317

        土地 1,511,764,440     退職手当引当金 1,467,035,764

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 13,331,751     その他 1,197,400,504

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 890,928,762

        建物 8,167,125,384     １年内償還予定地方債等 625,480,436

        建物減価償却累計額 -4,272,568,083     未払金 145,215,002

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 405,485,564     前受金 6,665,752

        工作物減価償却累計額 -216,386,233     前受収益 80,006

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 82,097,742

        船舶 -     預り金 22,179,192

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,210,632

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,173,503,589

        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 25,078,559,114

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,020,601,335

        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 49,394,036

        その他減価償却累計額 -26,110,150

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,882,708

      インフラ資産 14,427,058,327

        土地 594,594,517

        土地減損損失累計額 -

        建物 401,530,439

        建物減価償却累計額 -251,110,204

        建物減損損失累計額 -

        工作物 28,255,480,009

        工作物減価償却累計額 -16,134,226,842

        工作物減損損失累計額 -

        その他 6,213,751,328

        その他減価償却累計額 -4,787,485,794

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 134,524,874

      物品 2,156,042,044

      物品減価償却累計額 -1,758,002,656

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,214,999,825

      ソフトウェア 26,106,862

      その他 1,188,892,963

    投資その他の資産 2,174,816,037

      投資及び出資金 739,369,329

        有価証券 11,800,000

        出資金 727,569,329

        その他 -

      長期延滞債権 66,690,180

      長期貸付金 10,120,308

      基金 1,362,971,252

        減債基金 29,896,000

        その他 1,333,075,252

      その他 6,252,968

      徴収不能引当金 -10,588,000

  流動資産 2,382,628,374

    現金預金 904,079,453

    未収金 239,827,616

    短期貸付金 68,039

    基金 1,229,658,081

      財政調整基金 1,229,658,081

      減債基金 -

    棚卸資産 8,482,433

    その他 2,592,000

    徴収不能引当金 -2,079,248

  繰延資産 - 純資産合計 16,057,957,779

資産合計 26,231,461,368 負債及び純資産合計 26,231,461,368

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 2,101,274

純行政コスト 6,872,045,364

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 25,395,261

  臨時利益 2,101,274

  臨時損失 43,144,575

    災害復旧事業費 11,417,760

    資産除売却損 6,331,554

    使用料及び手数料 1,289,371,508

    その他 200,248,363

純経常行政コスト 6,831,002,063

      社会保障給付 278,618,696

      その他 34,020,881

  経常収益 1,489,619,871

        その他 87,193,566

    移転費用 3,973,740,127

      補助金等 3,661,100,550

      その他の業務費用 199,254,089

        支払利息 114,462,536

        徴収不能引当金繰入額 -2,402,013

        維持補修費 205,605,151

        減価償却費 1,116,890,074

        その他 2,308,608

        その他 55,123,727

      物件費等 3,090,465,483

        物件費 1,765,661,650

        職員給与費 1,023,335,887

        賞与等引当金繰入額 85,220,663

        退職手当引当金繰入額 -106,518,042

  経常費用 8,320,621,934

    業務費用 4,346,881,807

      人件費 1,057,162,235

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 15,241,513,540 24,806,194,431 -9,564,680,891 -

  純行政コスト（△） -6,872,045,364 -6,872,045,364 -

  財源 6,801,509,147 6,801,509,147 -

    税収等 4,479,939,959 4,479,939,959 -

    国県等補助金 2,321,569,188 2,321,569,188 -

  本年度差額 -70,536,217 -70,536,217 -

  固定資産等の変動（内部変動） -500,931,479 500,931,479

    有形固定資産等の増加 452,358,031 -452,358,031

    有形固定資産等の減少 -1,104,833,177 1,104,833,177

    貸付金・基金等の増加 449,136,547 -449,136,547

    貸付金・基金等の減少 -297,592,880 297,592,880

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 857,926 857,926

  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 13,859,863 -99,826,669 113,686,532 -

  その他 872,262,667 872,264,905 -2,238

  本年度純資産変動額 816,444,239 272,364,683 544,079,556 -

本年度末純資産残高 16,057,957,779 25,078,559,114 -9,020,601,335 -

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 10,167,414

本年度歳計外現金増減額 10,770,222

本年度末歳計外現金残高 20,937,636

本年度末現金預金残高 904,079,453

財務活動収支 -107,102,927

本年度資金収支額 27,386,134

前年度末資金残高 785,802,181

比例連結割合変更に伴う差額 69,953,502

本年度末資金残高 883,141,817

    地方債等償還支出 628,706,666

    その他の支出 6,167,274

  財務活動収入 527,771,013

    地方債等発行収入 373,918,346

    その他の収入 153,852,667

    資産売却収入 2,059,234

    その他の収入 9,940,571

投資活動収支 -574,385,372

【財務活動収支】

  財務活動支出 634,873,940

    その他の支出 -

  投資活動収入 466,245,821

    国県等補助金収入 158,338,782

    基金取崩収入 285,710,990

    貸付金元金回収収入 10,196,244

  投資活動支出 1,040,631,193

    公共施設等整備費支出 599,532,940

    基金積立金支出 440,675,733

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 422,520

    災害復旧事業費支出 11,417,760

    その他の支出 25,375,024

  臨時収入 8,636,037

業務活動収支 708,874,433

【投資活動収支】

    税収等収入 4,432,434,174

    国県等補助金収入 2,103,678,464

    使用料及び手数料収入 1,282,586,649

    その他の収入 188,882,040

  臨時支出 36,792,784

    移転費用支出 4,360,355,427

      補助金等支出 3,661,100,550

      社会保障給付支出 665,233,996

      その他の支出 34,020,881

  業務収入 8,007,581,327

    業務費用支出 2,910,194,720

      人件費支出 814,377,647

      物件費等支出 1,929,712,337

      支払利息支出 114,462,536

      その他の支出 51,642,200

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 7,270,550,147


