
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,790,002,854   固定負債 1,234,587,536

    有形固定資産 2,725,487,671     地方債等 968,854,965

      事業用資産 918,811,486     長期未払金 8,992,177

        土地 615,355,535     退職手当引当金 61,591,525

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 1,512,945

        立木竹 12,304     その他 193,635,925

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 152,848,902

        建物 680,215,621     １年内償還予定地方債等 126,364,685

        建物減価償却累計額 -393,283,708     未払金 10,038,583

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 20,598,958     前受金 1,323,388

        工作物減価償却累計額 -13,632,497     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,366,629

        船舶 916,594     預り金 7,511,300

        船舶減価償却累計額 -916,196     その他 1,244,317

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,387,436,438

        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 2,893,608,994

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,353,758,913

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -1,778,700

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,477,693

        その他減価償却累計額 -7,637,125

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,704,306

      インフラ資産 1,755,947,934

        土地 754,516,986

        土地減損損失累計額 -

        建物 54,230,271

        建物減価償却累計額 -31,573,822

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,242,166,141

        工作物減価償却累計額 -1,412,338,627

        工作物減損損失累計額 -

        その他 482,343

        その他減価償却累計額 -162,924

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 148,627,564

      物品 134,104,095

      物品減価償却累計額 -83,375,843

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 28,302,982

      ソフトウェア 566,139

      その他 27,736,843

    投資その他の資産 36,212,201

      投資及び出資金 3,996,356

        有価証券 2,475

        出資金 3,993,881

        その他 -

      長期延滞債権 7,707,432

      長期貸付金 6,975,399

      基金 18,411,815

        減債基金 -

        その他 18,411,815

      その他 223,690

      徴収不能引当金 -1,102,491

  流動資産 137,283,665

    現金預金 23,151,941

    未収金 11,044,843

    短期貸付金 -

    基金 103,606,139

      財政調整基金 7,620,612

      減債基金 95,985,527

    棚卸資産 95,474

    その他 197,914

    徴収不能引当金 -812,646

  繰延資産 - 純資産合計 1,539,850,081

資産合計 2,927,286,520 負債及び純資産合計 2,927,286,520

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 797,355

    その他 2,105,315

純行政コスト 501,892,982

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,266,118

  臨時利益 2,902,670

  臨時損失 4,637,235

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,371,116

    使用料及び手数料 41,793,898

    その他 22,713,405

純経常行政コスト 500,158,417

      社会保障給付 86,928,354

      その他 2,085,102

  経常収益 64,507,303

        その他 12,776,341

    移転費用 270,263,641

      補助金等 181,250,185

      その他の業務費用 25,010,880

        支払利息 10,574,985

        徴収不能引当金繰入額 1,659,554

        維持補修費 6,881,160

        減価償却費 62,103,715

        その他 -

        その他 6,191,178

      物件費等 158,492,718

        物件費 89,507,843

        職員給与費 93,601,292

        賞与等引当金繰入額 5,923,397

        退職手当引当金繰入額 5,182,614

  経常費用 564,665,720

    業務費用 294,402,079

      人件費 110,898,481

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



【様式第3号】

（単位：千円）

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 1,516,893,423 2,899,732,408 -1,382,838,985 -

  純行政コスト（△） -501,892,982 -501,892,982 -

  財源 487,057,915 487,057,915 -

    税収等 321,189,566 321,189,566 -

    国県等補助金 165,868,349 165,868,349 -

  本年度差額 -14,835,066 -14,835,066 -

  固定資産等の変動（内部変動） -41,287,826 41,287,826

    有形固定資産等の増加 28,146,764 -28,146,764

    有形固定資産等の減少 -67,417,671 67,417,671

    貸付金・基金等の増加 66,818,755 -66,818,755

    貸付金・基金等の減少 -68,835,673 68,835,673

  資産評価差額 30 30

  無償所管換等 36,797,409 36,797,409

  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 994,285 -1,633,028 2,627,313

  本年度純資産変動額 22,956,658 -6,123,415 29,080,072 -

本年度末純資産残高 1,539,850,081 2,893,608,994 -1,353,758,913 -

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：千円）

前年度末歳計外現金残高 6,974,754

本年度歳計外現金増減額 536,546

本年度末歳計外現金残高 7,511,300

本年度末現金預金残高 23,151,941

財務活動収支 -13,146,089

本年度資金収支額 -1,395,847

前年度末資金残高 17,036,487

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 15,640,641

    地方債等償還支出 114,223,933

    その他の支出 252,936

  財務活動収入 101,330,780

    地方債等発行収入 99,173,565

    その他の収入 2,157,215

    資産売却収入 1,401,570

    その他の収入 28,436,845

投資活動収支 -13,105,404

【財務活動収支】

  財務活動支出 114,476,869

    その他の支出 28,210,874

  投資活動収入 75,543,782

    国県等補助金収入 8,541,337

    基金取崩収入 36,629,205

    貸付金元金回収収入 534,825

  投資活動支出 88,649,187

    公共施設等整備費支出 27,378,493

    基金積立金支出 32,788,668

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 271,152

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,651,029

  臨時収入 1,333,539

業務活動収支 24,855,647

【投資活動収支】

    税収等収入 310,026,585

    国県等補助金収入 159,811,124

    使用料及び手数料収入 41,780,076

    その他の収入 20,903,217

  臨時支出 1,651,029

    移転費用支出 271,004,128

      補助金等支出 181,990,672

      社会保障給付支出 86,928,354

      その他の支出 2,085,102

  業務収入 532,521,003

    業務費用支出 236,343,739

      人件費支出 112,679,084

      物件費等支出 96,657,818

      支払利息支出 10,590,113

      その他の支出 16,416,724

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 507,347,867


