
【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 26,997,098,879   固定負債 6,042,109,358

    有形固定資産 24,744,493,275     地方債等 4,901,127,350

      事業用資産 16,324,800,265     長期未払金 -

        土地 4,204,641,312     退職手当引当金 1,091,445,000

        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 49,537,008

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,012,460,797

        建物 23,683,910,440     １年内償還予定地方債等 902,346,003

        建物減価償却累計額 -14,373,167,289     未払金 32,087,214

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,722,968,366     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,346,316,444     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 42,151,392

        船舶 -     預り金 14,607,339

        船舶減価償却累計額 -     その他 21,268,849

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,054,570,155

        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 28,040,279,879

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,189,603,298

        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 280,867,180

      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 12,601,718,500

      物品減価償却累計額 -10,689,075,961

      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 2,251,850,651

      投資及び出資金 100,154,038

        有価証券 20,351,968

        出資金 79,802,070

        その他 -

      長期延滞債権 150,129,638

      長期貸付金 44,500,000

      基金 1,859,885,410

        減債基金 -

        その他 1,859,885,410

      その他 100,000,000

      徴収不能引当金 -2,818,435

  流動資産 2,908,147,857

    現金預金 1,726,610,388

    未収金 138,239,347

    短期貸付金 11,100,000

    基金 1,032,081,000

      財政調整基金 702,321,000

      減債基金 329,760,000

    棚卸資産 118,590

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,468

  繰延資産 - 純資産合計 22,850,676,581

資産合計 29,905,246,736 負債及び純資産合計 29,905,246,736

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）

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 4,435,814,874

    業務費用 3,008,818,620

      人件費 658,616,116

        職員給与費 450,741,616

        賞与等引当金繰入額 42,300,392

        退職手当引当金繰入額 -10,129,000

        その他 175,703,108

      物件費等 2,281,574,854

        物件費 849,020,067

        維持補修費 154,015,144

        減価償却費 1,278,539,643

        その他 -

      その他の業務費用 68,627,650

        支払利息 40,146,306

        徴収不能引当金繰入額 -3,258,761

        その他 31,740,105

    移転費用 1,426,996,254

      補助金等 607,278,743

      社会保障給付 814,183,709

      その他 5,533,802

  経常収益 852,290,156

    使用料及び手数料 775,041,181

    その他 77,248,975

純経常行政コスト 3,583,524,718

  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 215,961

    資産売却益 215,961

    その他 -

純行政コスト 3,632,494,575



【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 23,054,052,786 28,586,532,990 -5,532,480,204 -

  純行政コスト（△） -3,632,494,575 -3,632,494,575 -

  財源 3,361,222,407 3,361,222,407 -

    税収等 2,636,423,444 2,636,423,444 -

    国県等補助金 724,798,963 724,798,963 -

  本年度差額 -271,272,168 -271,272,168 -

  固定資産等の変動（内部変動） -614,599,274 614,599,274

    有形固定資産等の増加 671,645,697 -671,645,697

    有形固定資産等の減少 -1,338,588,290 1,338,588,290

    貸付金・基金等の増加 396,310,484 -396,310,484

    貸付金・基金等の減少 -343,967,165 343,967,165

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 68,346,163 68,346,163

  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 -450,000 - -450,000

  本年度純資産変動額 -203,376,005 -546,253,111 342,877,106 -

本年度末純資産残高 22,850,676,781 28,040,279,879 -5,189,603,098 -

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）

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 3,137,582,112

    業務費用支出 1,710,585,858

      人件費支出 646,509,522

      物件費等支出 1,006,285,251

      支払利息支出 40,146,306

      その他の支出 17,644,779

    移転費用支出 1,426,996,254

      補助金等支出 607,278,743

      社会保障給付支出 814,183,709

      その他の支出 5,533,802

  業務収入 4,223,469,293

    税収等収入 2,644,044,064

    国県等補助金収入 724,798,963

    使用料及び手数料収入 777,377,291

    その他の収入 77,248,975

  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 -

業務活動収支 1,085,551,181

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,042,392,581

    公共施設等整備費支出 646,082,097

    基金積立金支出 396,310,484

    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 338,907,582

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 324,032,000

    貸付金元金回収収入 11,100,000

    資産売却収入 3,775,582

    その他の収入 -

投資活動収支 -703,484,999

【財務活動収支】

  財務活動支出 844,970,585

    地方債等償還支出 825,178,262

    その他の支出 19,792,323

  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 -

本年度歳計外現金増減額 14,607,339

本年度末歳計外現金残高 14,607,339

本年度末現金預金残高 1,726,610,388

財務活動収支 -266,470,585

本年度資金収支額 115,595,597

前年度末資金残高 1,596,407,452

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,712,003,049


