
【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 18,585,720,490   固定負債 7,003,545,924

    有形固定資産 16,451,897,173     地方債等 5,498,341,259

      事業用資産 4,301,327,751     長期未払金 -

        土地 1,347,150,667     退職手当引当金 1,300,114,000

        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 205,090,665

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 677,809,017

        建物 6,146,223,104     １年内償還予定地方債等 519,800,665

        建物減価償却累計額 -3,343,625,829     未払金 75,128,779

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 230,653,840     前受金 6,215,370

        工作物減価償却累計額 -94,187,782     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 63,423,000

        船舶 -     預り金 9,664,203

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,577,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,681,354,941

        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 19,814,980,440

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -7,120,429,067

        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 1,782,000

      インフラ資産 12,089,116,979

        土地 417,571,179

        土地減損損失累計額 -

        建物 163,201,615

        建物減価償却累計額 -119,273,551

        建物減損損失累計額 -

        工作物 24,349,693,034

        工作物減価償却累計額 -14,155,936,946

        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 7,596,114

      物品 825,952,210

      物品減価償却累計額 -764,499,767

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 26,106,862

      ソフトウェア 26,106,862

      その他 -

    投資その他の資産 2,107,716,455

      投資及び出資金 739,340,000

        有価証券 11,800,000

        出資金 727,540,000

        その他 -

      長期延滞債権 66,587,572

      長期貸付金 8,690,000

      基金 1,303,686,883

        減債基金 29,896,000

        その他 1,273,790,883

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,588,000

  流動資産 1,790,185,824

    現金預金 369,224,240

    未収金 187,985,066

    短期貸付金 -

    基金 1,229,259,950

      財政調整基金 1,229,259,950

      減債基金 -

    棚卸資産 3,829,568

    その他 -

    徴収不能引当金 -113,000

  繰延資産 - 純資産合計 12,694,551,373

資産合計 20,375,906,314 負債及び純資産合計 20,375,906,314

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,477,002,418

    業務費用 3,243,961,017

      人件費 677,385,494

        職員給与費 786,838,266

        賞与等引当金繰入額 67,000,000

        退職手当引当金繰入額 -187,180,859

        その他 10,728,087

      物件費等 2,420,547,370

        物件費 1,381,740,881

        維持補修費 147,483,273

        減価償却費 889,598,266

        その他 1,724,950

      その他の業務費用 146,028,153

        支払利息 93,861,857

        徴収不能引当金繰入額 -2,793,000

        その他 54,959,296

    移転費用 3,233,041,401

      補助金等 2,922,177,057

      社会保障給付 277,064,013

      その他 33,800,331

  経常収益 862,174,872

    使用料及び手数料 686,937,016

    その他 175,237,856

純経常行政コスト 5,614,827,546

  臨時損失 13,794,168

    災害復旧事業費 11,417,760

    資産除売却損 2,376,408

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 194,154

    資産売却益 -

    その他 194,154

純行政コスト 5,628,427,560



【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 12,511,774,297 20,090,625,465 -7,578,851,168 -

  純行政コスト（△） -5,628,427,560 -5,628,427,560 -

  財源 5,657,351,969 5,657,351,969 -

    税収等 3,841,671,156 3,841,671,156 -

    国県等補助金 1,815,680,813 1,815,680,813 -

  本年度差額 28,924,409 28,924,409 -

  固定資産等の変動（内部変動） -429,497,692 429,497,692

    有形固定資産等の増加 312,858,751 -312,858,751

    有形固定資産等の減少 -892,325,474 892,325,474

    貸付金・基金等の増加 442,298,407 -442,298,407

    貸付金・基金等の減少 -292,329,376 292,329,376

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 153,852,667 153,852,667 -

  本年度純資産変動額 182,777,076 -275,645,025 458,422,101 -

本年度末純資産残高 12,694,551,373 19,814,980,440 -7,120,429,067 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 5,787,835,689

    業務費用支出 2,168,178,988

      人件費支出 512,906,194

      物件費等支出 1,511,081,348

      支払利息支出 93,861,857

      その他の支出 50,329,589

    移転費用支出 3,619,656,701

      補助金等支出 2,922,177,057

      社会保障給付支出 663,679,313

      その他の支出 33,800,331

  業務収入 6,283,132,564

    税収等収入 3,835,611,278

    国県等補助金収入 1,599,158,313

    使用料及び手数料収入 683,058,693

    その他の収入 165,304,280

  臨時支出 11,417,760

    災害復旧事業費支出 11,417,760

    その他の支出 -

  臨時収入 6,749,154

業務活動収支 490,628,269

【投資活動収支】

  投資活動支出 900,206,618

    公共施設等整備費支出 466,360,618

    基金積立金支出 433,846,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 449,012,964

    国県等補助金収入 153,896,000

    基金取崩収入 280,671,372

    貸付金元金回収収入 10,001,000

    資産売却収入 4,444,592

    その他の収入 -

投資活動収支 -451,193,654

【財務活動収支】

  財務活動支出 523,676,948

    地方債等償還支出 523,676,948

    その他の支出 -

  財務活動収入 460,152,667

    地方債等発行収入 306,300,000

    その他の収入 153,852,667

前年度末歳計外現金残高 9,445,603

本年度歳計外現金増減額 218,600

本年度末歳計外現金残高 9,664,203

本年度末現金預金残高 369,224,240

財務活動収支 -63,524,281

本年度資金収支額 -24,089,666

前年度末資金残高 383,649,703

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 359,560,037


