
【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 2,801,776,605   固定負債 1,238,846,602

    有形固定資産 2,735,555,031     地方債等 969,788,753

      事業用資産 925,713,271     長期未払金 8,992,201

        土地 617,505,261     退職手当引当金 65,250,682

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 12,304     その他 194,814,965

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 160,614,423

        建物 685,992,227     １年内償還予定地方債等 129,255,095

        建物減価償却累計額 -397,422,609     未払金 12,318,840

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,379,143

        工作物 31,948,756     前受金 1,507,226

        工作物減価償却累計額 -22,527,567     前受収益 173,574

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,722,869

        船舶 935,248     預り金 7,694,051

        船舶減価償却累計額 -919,305     その他 1,563,624

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,399,461,025

        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 2,905,413,710

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,349,534,193

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 1,906,583

        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 9,348,387

      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 144,670,623

      物品減価償却累計額 -90,776,797

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 28,617,876

      ソフトウェア 858,772

      その他 27,759,104

    投資その他の資産 37,603,699

      投資及び出資金 2,582,462

        有価証券 509,674

        出資金 2,071,718

        その他 1,070

      長期延滞債権 7,715,263

      長期貸付金 2,984,883

      基金 24,039,016

        減債基金 -

        その他 24,039,016

      その他 1,389,772

      徴収不能引当金 -1,107,697

  流動資産 155,470,519

    現金預金 36,440,904

    未収金 12,087,889

    短期貸付金 581

    基金 103,636,524

      財政調整基金 7,650,997

      減債基金 95,985,527

    棚卸資産 3,865,544

    その他 253,703

    徴収不能引当金 -814,625

  繰延資産 - 純資産合計 1,557,786,100

資産合計 2,957,247,124 負債及び純資産合計 2,957,247,124

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 797,657

    その他 1,349,521

純行政コスト 575,108,758

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,266,320

  臨時利益 2,147,178

  臨時損失 4,643,463

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,377,144

    使用料及び手数料 41,793,898

    その他 29,282,066

純経常行政コスト 572,612,473

      社会保障給付 86,928,354

      その他 2,283,049

  経常収益 71,075,964

        その他 13,853,852

    移転費用 341,546,859

      補助金等 252,335,456

      その他の業務費用 26,171,392

        支払利息 10,651,846

        徴収不能引当金繰入額 1,665,694

        維持補修費 7,176,302

        減価償却費 63,122,199

        その他 1,836,671

        その他 9,554,881

      物件費等 155,976,430

        物件費 83,841,258

        職員給与費 98,956,942

        賞与等引当金繰入額 6,123,685

        退職手当引当金繰入額 5,358,248

  経常費用 643,688,437

    業務費用 302,141,578

      人件費 119,993,756

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】

（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 1,531,880,694 2,909,015,906 -1,378,345,652 1,210,439

  純行政コスト（△） -575,108,758 -575,108,758 -

  財源 561,793,763 561,793,763 -

    税収等 358,891,647 358,891,647 -

    国県等補助金 202,902,116 202,902,116 -

  本年度差額 -13,314,995 -13,314,995 -

  固定資産等の変動（内部変動） -38,880,266 38,880,266

    有形固定資産等の増加 30,239,982 -30,239,982

    有形固定資産等の減少 -68,509,508 68,509,508

    貸付金・基金等の増加 68,491,293 -68,491,293

    貸付金・基金等の減少 -69,102,033 69,102,033

  資産評価差額 30 30

  無償所管換等 36,797,791 36,797,791

  他団体出資等分の増加 -1,906,583 1,906,583

  他団体出資等分の減少 1,210,439 -1,210,439

  比例連結割合変更に伴う差額 2,175 7,147 -4,972 -

  その他 2,420,405 -1,526,899 3,947,304

  本年度純資産変動額 25,905,406 -3,602,197 28,811,459 696,144

本年度末純資産残高 1,557,786,100 2,905,413,710 -1,349,534,193 1,906,583

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 6,975,148

本年度歳計外現金増減額 536,317

本年度末歳計外現金残高 7,511,465

本年度末現金預金残高 36,440,904

財務活動収支 -15,081,601

本年度資金収支額 688,187

前年度末資金残高 28,245,074

比例連結割合変更に伴う差額 -3,822

本年度末資金残高 28,929,439

    地方債等償還支出 116,670,171

    その他の支出 280,121

  財務活動収入 101,868,691

    地方債等発行収入 99,285,177

    その他の収入 2,583,514

    資産売却収入 1,408,570

    その他の収入 28,441,055

投資活動収支 -14,537,693

【財務活動収支】

  財務活動支出 116,950,293

    その他の支出 28,210,874

  投資活動収入 75,750,827

    国県等補助金収入 8,541,337

    基金取崩収入 37,076,374

    貸付金元金回収収入 283,491

  投資活動支出 90,288,520

    公共施設等整備費支出 28,609,770

    基金積立金支出 33,156,411

    投資及び出資金支出 40,314

    貸付金支出 271,152

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,651,057

  臨時収入 1,333,626

業務活動収支 30,307,481

【投資活動収支】

    税収等収入 347,899,762

    国県等補助金収入 197,109,756

    使用料及び手数料収入 41,780,076

    その他の収入 29,246,117

  臨時支出 1,651,057

    移転費用支出 342,353,635

      補助金等支出 253,136,219

      社会保障給付支出 86,928,354

      その他の支出 2,289,062

  業務収入 616,035,710

    業務費用支出 243,057,163

      人件費支出 121,620,427

      物件費等支出 93,079,357

      支払利息支出 10,667,196

      その他の支出 17,690,183

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 585,410,798


