
【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 50,755,675,063   固定負債 11,274,774,194

    有形固定資産 45,745,510,686     地方債等 9,344,463,058

      事業用資産 15,420,629,573     長期未払金 436,255

        土地 10,714,883,211     退職手当引当金 1,283,254,524

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 65,079,828     その他 646,620,357

        立木竹減損損失累計額 -37,591,204   流動負債 1,523,328,759

        建物 13,371,597,103     １年内償還予定地方債等 915,215,063

        建物減価償却累計額 -9,752,791,001     未払金 350,433,986

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 252,108,409     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -173,679,771     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 132,770,717

        船舶 -     預り金 89,845,321

        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 12,798,102,953

        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 53,043,820,968

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,506,486,163

        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 981,022,998

      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 3,525,497,978

      物品減価償却累計額 -2,763,497,735

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,642,783

      ソフトウェア 3,411,983

      その他 230,800

    投資その他の資産 5,006,521,594

      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 4,949,370,956

        減債基金 -

        その他 4,949,370,956

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,683,781

  流動資産 4,579,762,695

    現金預金 2,233,228,369

    未収金 50,835,515

    短期貸付金 -

    基金 2,288,145,905

      財政調整基金 2,112,289,037

      減債基金 175,856,868

    棚卸資産 7,010,348

    その他 3,288,545

    徴収不能引当金 -2,745,987

  繰延資産 - 純資産合計 42,537,334,805

資産合計 55,335,437,758 負債及び純資産合計 55,335,437,758

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 14,684,597,564

    業務費用 6,159,945,059

      人件費 1,642,126,643

        職員給与費 1,394,122,578

        賞与等引当金繰入額 132,767,439

        退職手当引当金繰入額 3,849,913

        その他 111,386,713

      物件費等 4,224,966,862

        物件費 2,616,106,752

        維持補修費 240,796,470

        減価償却費 1,365,758,579

        その他 2,305,061

      その他の業務費用 292,851,554

        支払利息 132,314,036

        徴収不能引当金繰入額 2,130,082

        その他 158,407,436

    移転費用 8,524,652,505

      補助金等 7,324,449,810

      社会保障給付 1,179,622,903

      その他 20,579,792

  経常収益 1,332,445,073

    使用料及び手数料 879,512,397

    その他 452,932,676

純経常行政コスト 13,352,152,491

  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 4,137,660

    資産売却益 2,615,944

    その他 1,521,716

純行政コスト 13,387,776,900



【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 42,651,932,282 52,668,546,703 -10,016,614,421 -

  純行政コスト（△） -13,387,776,900 -13,387,776,900 -

  財源 13,264,423,360 13,264,423,360 -

    税収等 7,007,462,608 7,007,462,608 -

    国県等補助金 6,256,960,752 6,256,960,752 -

  本年度差額 -123,353,540 -123,353,540 -

  固定資産等の変動（内部変動） 383,331,279 -383,331,279

    有形固定資産等の増加 1,407,714,253 -1,407,714,253

    有形固定資産等の減少 -1,424,845,079 1,424,845,079

    貸付金・基金等の増加 448,096,041 -448,096,041

    貸付金・基金等の減少 -47,633,936 47,633,936

  資産評価差額 -19,323,016 -19,323,016

  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 24,450,951 19,206,116 5,244,835 -

  その他 -20,513,236 -32,081,478 11,568,242

  本年度純資産変動額 -114,597,477 375,274,265 -489,871,742 -

本年度末純資産残高 42,537,334,805 53,043,820,968 -10,506,486,163 -

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


