
【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 17,023,606,316   固定負債 11,452,191,872

    有形固定資産 14,936,566,452     地方債等 9,540,859,143

      事業用資産 9,168,754,884     長期未払金 -

        土地 2,899,939,973     退職手当引当金 1,592,585,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,078,177     その他 318,747,729

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 171,113,806

        建物 21,575,192,943     １年内償還予定地方債等 55,661,813

        建物減価償却累計額 -15,419,412,261     未払金 11,525,291

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 141,710,850     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -46,197,798     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 76,397,000

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 27,529,702

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,623,305,678

        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 19,195,650,088

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,201,535,868

        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 15,443,000

      インフラ資産 5,286,842,057

        土地 946,385,104

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,653,433,401

        建物減価償却累計額 -1,362,851,039

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,899,850,645

        工作物減価償却累計額 -1,893,586,454

        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 43,610,400

      物品 2,050,234,598

      物品減価償却累計額 -1,569,265,087

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,797,200

      ソフトウェア 8,797,200

      その他 -

    投資その他の資産 2,078,242,664

      投資及び出資金 53,144,000

        有価証券 21,480,000

        出資金 31,664,000

        その他 -

      長期延滞債権 55,003,235

      長期貸付金 71,550,000

      基金 1,901,486,429

        減債基金 -

        その他 1,901,486,429

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,941,000

  流動資産 2,593,813,582

    現金預金 388,312,241

    未収金 31,074,625

    短期貸付金 -

    基金 2,172,043,772

      財政調整基金 1,544,843,829

      減債基金 627,199,943

    棚卸資産 3,267,939

    その他 -

    徴収不能引当金 -884,995

  繰延資産 - 純資産合計 7,994,114,220

資産合計 19,617,419,898 負債及び純資産合計 19,617,419,898

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 1,610,000

    その他 -

純行政コスト 6,141,123,220

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,610,000

  臨時損失 9

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 9

    使用料及び手数料 454,134,361

    その他 224,444,676

純経常行政コスト 6,142,733,211

      社会保障給付 418,430,583

      その他 5,370,271

  経常収益 678,579,037

        その他 133,430,854

    移転費用 3,381,306,180

      補助金等 2,957,505,326

      その他の業務費用 204,196,516

        支払利息 70,942,662

        徴収不能引当金繰入額 -177,000

        維持補修費 210,450,250

        減価償却費 643,826,076

        その他 2,850,780

        その他 209,158,897

      物件費等 1,960,211,708

        物件費 1,103,084,602

        職員給与費 992,223,947

        賞与等引当金繰入額 74,215,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,821,312,248

    業務費用 3,440,006,068

      人件費 1,275,597,844

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 7,659,735,806 19,249,522,589 -11,589,786,783 -

  純行政コスト（△） -6,141,123,220 -6,141,123,220 -

  財源 6,475,501,562 6,475,501,562 -

    税収等 4,703,141,553 4,703,141,553 -

    国県等補助金 1,772,360,009 1,772,360,009 -

  本年度差額 334,378,342 334,378,342 -

  固定資産等の変動（内部変動） -53,872,573 53,872,573

    有形固定資産等の増加 827,923,833 -827,923,833

    有形固定資産等の減少 -643,826,076 643,826,076

    貸付金・基金等の増加 204,586,467 -204,586,467

    貸付金・基金等の減少 -442,556,797 442,556,797

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 72 72

  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 334,378,414 -53,872,501 388,250,915 -

本年度末純資産残高 7,994,114,220 19,195,650,088 -11,201,535,868 -

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 388,312,241

財務活動収支 -477,660,668

本年度資金収支額 -146,354,572

前年度末資金残高 534,666,813

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 388,312,241

    地方債等償還支出 1,122,615,668

    その他の支出 20,922,000

  財務活動収入 665,877,000

    地方債等発行収入 665,877,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,610,000

    その他の収入 20,000,000

投資活動収支 -582,726,274

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,143,537,668

    その他の支出 -

  投資活動収入 444,968,133

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 379,658,133

    貸付金元金回収収入 43,700,000

  投資活動支出 1,027,694,407

    公共施設等整備費支出 827,923,833

    基金積立金支出 124,720,574

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 75,050,000

    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 914,032,370

【投資活動収支】

    税収等収入 4,690,720,711

    国県等補助金収入 1,772,360,009

    使用料及び手数料収入 446,695,600

    その他の収入 175,127,619

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,381,306,180

      補助金等支出 2,957,505,326

      社会保障給付支出 418,430,583

      その他の支出 5,370,271

  業務収入 7,084,903,939

    業務費用支出 2,789,565,389

      人件費支出 1,273,292,844

      物件費等支出 1,445,204,891

      支払利息支出 70,942,662

      その他の支出 124,992

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 6,170,871,569


