
【様式第1号】

（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 47,620,118,147   固定負債 9,315,991,024

    有形固定資産 43,927,888,101     地方債等 8,669,420,119

      事業用資産 13,716,894,622     長期未払金 -

        土地 10,413,614,146     退職手当引当金 -

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 646,570,905

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,486,969,910

        建物 12,840,255,729     １年内償還予定地方債等 887,020,186

        建物減価償却累計額 -9,542,505,933     未払金 350,057,791

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,558,680     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 130,625,835

        船舶 -     預り金 84,202,426

        船舶減価償却累計額 -     その他 35,063,672

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,802,960,934

        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 49,825,248,091

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,676,104,991

        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 972,000

      インフラ資産 29,562,880,870

        土地 10,561,845,735

        土地減損損失累計額 -

        建物 304,200,683

        建物減価償却累計額 -265,671,088

        建物減損損失累計額 -

        工作物 44,348,022,089

        工作物減価償却累計額 -25,422,645,215

        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 37,128,666

      物品 2,191,264,572

      物品減価償却累計額 -1,543,151,963

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 734,750

      ソフトウェア 503,950

      その他 230,800

    投資その他の資産 3,691,495,296

      投資及び出資金 26,014,171

        有価証券 -1,295,929

        出資金 27,310,100

        その他 -

      長期延滞債権 33,820,248

      長期貸付金 -

      基金 3,634,344,658

        減債基金 -

        その他 3,634,344,658

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,683,781

  流動資産 4,331,985,887

    現金預金 2,071,756,283

    未収金 50,758,872

    短期貸付金 -

    基金 2,205,129,944

      財政調整基金 2,057,409,784

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 6,945,245

    その他 141,530

    徴収不能引当金 -2,745,987

  繰延資産 - 純資産合計 41,149,143,100

資産合計 51,952,104,034 負債及び純資産合計 51,952,104,034

全体会計貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体会計行政コスト計算書
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 12,486,628,225

    業務費用 5,675,504,290

      人件費 1,611,391,405

        職員給与費 1,370,392,808

        賞与等引当金繰入額 130,625,835

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 110,372,762

      物件費等 3,809,405,684

        物件費 2,306,612,983

        維持補修費 239,391,966

        減価償却費 1,261,102,735

        その他 2,298,000

      その他の業務費用 254,707,201

        支払利息 130,269,866

        徴収不能引当金繰入額 2,130,082

        その他 122,307,253

    移転費用 6,811,123,935

      補助金等 5,613,131,783

      社会保障給付 1,179,534,452

      その他 18,457,700

  経常収益 1,270,634,045

    使用料及び手数料 825,287,744

    その他 445,346,301

純経常行政コスト 11,215,994,180

  臨時損失 39,762,069

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 39,514,978

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 247,091

  臨時利益 802,395

    資産売却益 802,395

    その他 -

純行政コスト 11,254,953,854



【様式第3号】

（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 41,617,818,328 50,115,152,111 -8,497,333,783 -

  純行政コスト（△） -11,254,953,854 -11,254,953,854 -

  財源 10,784,195,475 10,784,195,475 -

    税収等 7,000,389,373 7,000,389,373 -

    国県等補助金 3,783,806,102 3,783,806,102 -

  本年度差額 -470,758,379 -470,758,379 -

  固定資産等の変動（内部変動） -277,099,699 277,099,699

    有形固定資産等の増加 423,688,117 -423,688,117

    有形固定資産等の減少 -1,320,270,318 1,320,270,318

    貸付金・基金等の増加 623,132,544 -623,132,544

    貸付金・基金等の減少 -3,650,042 3,650,042

  資産評価差額 -1,666,000 -1,666,000

  無償所管換等 24,141,364 24,141,364

  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 -20,392,213 -35,279,685 14,887,472

  本年度純資産変動額 -468,675,228 -289,904,020 -178,771,208 -

本年度末純資産残高 41,149,143,100 49,825,248,091 -8,676,104,991 -

全体会計純資産変動計算書
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：円）

全体会計資金収支計算書
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 11,203,769,749

    業務費用支出 4,392,645,814

      人件費支出 1,607,364,496

      物件費等支出 2,554,097,255

      支払利息支出 130,269,866

      その他の支出 100,914,197

    移転費用支出 6,811,123,935

      補助金等支出 5,613,131,783

      社会保障給付支出 1,179,534,452

      その他の支出 18,457,700

  業務収入 11,818,258,536

    税収等収入 6,969,224,847

    国県等補助金収入 3,765,594,207

    使用料及び手数料収入 811,425,454

    その他の収入 272,014,028

  臨時支出 247,091

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 247,091

  臨時収入 -

業務活動収支 614,241,696

【投資活動収支】

  投資活動支出 626,910,675

    公共施設等整備費支出 172,526,305

    基金積立金支出 454,384,370

    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 40,814,117

    国県等補助金収入 18,211,895

    基金取崩収入 2,194,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 8,383,222

    その他の収入 12,025,000

投資活動収支 -586,096,558

【財務活動収支】

  財務活動支出 918,876,194

    地方債等償還支出 884,312,522

    その他の支出 34,563,672

  財務活動収入 1,026,052,000

    地方債等発行収入 1,012,400,000

    その他の収入 13,652,000

前年度末歳計外現金残高 86,395,944

本年度歳計外現金増減額 -2,193,518

本年度末歳計外現金残高 84,202,426

本年度末現金預金残高 2,071,756,283

財務活動収支 107,175,806

本年度資金収支額 135,320,944

前年度末資金残高 1,852,232,913

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,987,553,857


