
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 27,806,328,688   固定負債 6,332,844,490

    有形固定資産 25,354,097,034     地方債等 5,092,502,138

      事業用資産 16,865,524,897     長期未払金 1,022,285

        土地 4,222,867,383     退職手当引当金 1,184,788,828

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 151,896,700     その他 54,531,239

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,100,496,601

        建物 24,502,660,020     １年内償還予定地方債等 943,073,257

        建物減価償却累計額 -14,852,514,867     未払金 65,540,276

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,255,384,267     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,699,757,627     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 53,088,074

        船舶 -     預り金 15,876,368

        船舶減価償却累計額 -     その他 22,918,626

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,433,341,091

        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 28,977,323,599

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,492,027,251

        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 284,989,021

      インフラ資産 6,507,050,471

        土地 105,078,566

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,880,078,612

        建物減価償却累計額 -1,646,244,155

        建物減損損失累計額 -

        工作物 15,068,002,927

        工作物減価償却累計額 -8,917,185,009

        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 17,319,530

      物品 12,743,533,528

      物品減価償却累計額 -10,762,011,862

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 754,953

      ソフトウェア 749,520

      その他 5,433

    投資その他の資産 2,451,476,701

      投資及び出資金 38,744,038

        有価証券 26,351,968

        出資金 12,392,070

        その他 -

      長期延滞債権 150,246,000

      長期貸付金 44,500,000

      基金 2,032,077,164

        減債基金 -

        その他 2,032,077,164

      その他 188,729,176

      徴収不能引当金 -2,819,677

  流動資産 3,112,308,751

    現金預金 1,776,835,885

    未収金 150,190,506

    短期貸付金 11,100,000

    基金 1,159,894,911

      財政調整基金 830,134,911

      減債基金 329,760,000

    棚卸資産 3,038,753

    その他 11,250,164

    徴収不能引当金 -1,468

  繰延資産 - 純資産合計 23,485,296,348

資産合計 30,918,637,439 負債及び純資産合計 30,918,637,439

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

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

  経常費用 4,867,500,430

    業務費用 3,466,090,708

      人件費 902,600,845

        職員給与費 595,836,619

        賞与等引当金繰入額 53,237,074

        退職手当引当金繰入額 45,072,804

        その他 208,454,348

      物件費等 2,416,747,359

        物件費 917,675,713

        維持補修費 167,948,105

        減価償却費 1,330,899,229

        その他 224,312

      その他の業務費用 146,742,504

        支払利息 42,868,292

        徴収不能引当金繰入額 -3,263,681

        その他 107,137,893

    移転費用 1,401,409,722

      補助金等 287,814,935

      社会保障給付 1,106,822,063

      その他 6,772,724

  経常収益 990,361,745

    使用料及び手数料 889,468,650

    その他 100,893,095

純経常行政コスト 3,877,138,685

  臨時損失 49,185,818

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 48,849,818

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 336,000

  臨時利益 356,966

    資産売却益 356,966

    その他 -

純行政コスト 3,925,967,537



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 23,739,246,169 29,580,901,655 -5,841,655,486 -

  純行政コスト（△） -3,925,967,537 -3,925,967,537 -

  財源 3,600,257,637 3,600,257,637 -

    税収等 2,745,490,513 2,745,490,513 -

    国県等補助金 854,767,124 854,767,124 -

  本年度差額 -325,709,900 -325,709,900 -

  固定資産等の変動（内部変動） -698,696,810 698,696,810

    有形固定資産等の増加 687,045,341 -687,045,341

    有形固定資産等の減少 -1,390,947,876 1,390,947,876

    貸付金・基金等の増加 413,189,023 -413,189,023

    貸付金・基金等の減少 -407,983,298 407,983,298

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 68,698,203 68,698,203

  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 3,416,564 25,648,961 -22,232,397 -

  その他 -354,488 771,590 -1,126,078

  本年度純資産変動額 -253,949,621 -603,578,056 349,628,435 -

本年度末純資産残高 23,485,296,548 28,977,323,599 -5,492,027,051 -

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：連結会計 （単位：円）

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 3,477,422,097

    業務費用支出 2,021,094,293

      人件費支出 834,100,887

      物件費等支出 1,096,317,063

      支払利息支出 42,868,292

      その他の支出 47,808,051

    移転費用支出 1,456,327,804

      補助金等支出 287,830,360

      社会保障給付支出 1,106,822,064

      その他の支出 61,675,380

  業務収入 4,602,913,182

    税収等収入 2,753,111,133

    国県等補助金収入 853,467,028

    使用料及び手数料収入 891,787,120

    その他の収入 104,547,901

  臨時支出 336,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 336,000

  臨時収入 6,687

業務活動収支 1,125,161,772

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,068,576,557

    公共施設等整備費支出 661,481,741

    基金積立金支出 407,094,816

    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 360,385,384

    国県等補助金収入 1,300,096

    基金取崩収入 344,068,701

    貸付金元金回収収入 11,100,000

    資産売却収入 3,916,587

    その他の収入 -

投資活動収支 -708,191,173

【財務活動収支】

  財務活動支出 887,363,422

    地方債等償還支出 865,516,618

    その他の支出 21,846,804

  財務活動収入 578,500,000

    地方債等発行収入 578,500,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 238,756

本年度歳計外現金増減額 15,388,717

本年度末歳計外現金残高 15,627,473

本年度末現金預金残高 1,776,835,885

財務活動収支 -308,863,422

本年度資金収支額 108,107,177

前年度末資金残高 1,654,063,007

比例連結割合変更に伴う差額 -961,772

本年度末資金残高 1,761,208,412


