
【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 40,339,157,026   固定負債 16,771,454,112

    有形固定資産 37,597,183,091     地方債等 14,688,642,329

      事業用資産 14,373,110,509     長期未払金 -

        土地 4,487,933,448     退職手当引当金 1,042,395,892

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,040,415,891

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,623,052,750

        建物 18,990,617,664     １年内償還予定地方債等 1,319,587,227

        建物減価償却累計額 -10,563,648,657     未払金 109,125,444

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 615,165,164     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -357,154,350     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 142,008,279

        船舶 -     預り金 50,964,520

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,367,280

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,394,506,862

        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 41,213,597,087

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -16,616,264,553

        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 1,200,197,240

      インフラ資産 22,591,850,602

        土地 1,569,755,731

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,690,015,126

        建物減価償却累計額 -1,247,620,037

        建物減損損失累計額 -

        工作物 39,310,323,913

        工作物減価償却累計額 -20,802,006,719

        工作物減損損失累計額 -

        その他 148,850

        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 71,233,738

      物品 2,451,293,494

      物品減価償却累計額 -1,819,071,514

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,080,000

      ソフトウェア 1,080,000

      その他 -

    投資その他の資産 2,740,893,935

      投資及び出資金 112,221,823

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 -

      長期延滞債権 140,862,306

      長期貸付金 21,179,606

      基金 2,475,221,948

        減債基金 -

        その他 2,475,221,948

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,591,748

  流動資産 2,652,682,370

    現金預金 1,456,077,069

    未収金 296,646,765

    短期貸付金 612,456

    基金 873,827,605

      財政調整基金 767,490,780

      減債基金 106,336,825

    棚卸資産 28,097,778

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,579,303

  繰延資産 - 純資産合計 24,597,332,534

資産合計 42,991,839,396 負債及び純資産合計 42,991,839,396

全体貸借対照表
（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 1,025,853

    その他 -

純行政コスト 8,768,095,564

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,950,000

  臨時利益 1,025,853

  臨時損失 95,286,383

    災害復旧事業費 88,742,480

    資産除売却損 3,593,903

    使用料及び手数料 2,081,616,791

    その他 209,321,685

純経常行政コスト 8,673,835,034

      社会保障給付 764,392,343

      その他 26,435,700

  経常収益 2,290,938,476

        その他 146,654,567

    移転費用 4,915,547,194

      補助金等 4,124,719,151

      その他の業務費用 386,341,890

        支払利息 232,016,791

        徴収不能引当金繰入額 7,670,532

        維持補修費 165,858,995

        減価償却費 1,443,213,500

        その他 -

        その他 130,735,757

      物件費等 3,247,214,664

        物件費 1,638,142,169

        職員給与費 1,998,876,982

        賞与等引当金繰入額 286,057,023

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,964,773,510

    業務費用 6,049,226,316

      人件費 2,415,669,762

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】

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 24,873,760,655 41,811,949,675 -16,938,189,020 -

  純行政コスト（△） -8,768,095,564 -8,768,095,564 -

  財源 8,504,297,359 8,504,297,359 -

    税収等 5,495,769,888 5,495,769,888 -

    国県等補助金 3,008,527,471 3,008,527,471 -

  本年度差額 -263,798,205 -263,798,205 -

  固定資産等の変動（内部変動） -585,722,672 585,722,672

    有形固定資産等の増加 931,669,321 -931,669,321

    有形固定資産等の減少 -1,446,807,404 1,446,807,404

    貸付金・基金等の増加 414,135,659 -414,135,659

    貸付金・基金等の減少 -484,720,248 484,720,248

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,349,935 -10,349,935

  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 -2,279,981 -2,279,981 -

  本年度純資産変動額 -276,428,121 -598,352,588 321,924,467 -

本年度末純資産残高 24,597,332,534 41,213,597,087 -16,616,264,553 -

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】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 40,378,941

本年度歳計外現金増減額 2,666,643

本年度末歳計外現金残高 43,045,584

本年度末現金預金残高 1,456,077,069

財務活動収支 -301,897,323

本年度資金収支額 -62,876,375

前年度末資金残高 1,475,907,860

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,413,031,485

    地方債等償還支出 1,269,860,043

    その他の支出 1,367,280

  財務活動収入 969,330,000

    地方債等発行収入 969,330,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,025,854

    その他の収入 13,334,178

投資活動収支 -750,325,956

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,271,227,323

    その他の支出 -

  投資活動収入 623,783,009

    国県等補助金収入 143,951,955

    基金取崩収入 452,707,978

    貸付金元金回収収入 12,763,044

  投資活動支出 1,374,108,965

    公共施設等整備費支出 960,438,578

    基金積立金支出 397,627,387

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,043,000

    災害復旧事業費支出 88,742,480

    その他の支出 -

  臨時収入 46,624,000

業務活動収支 989,346,904

【投資活動収支】

    税収等収入 5,475,853,427

    国県等補助金収入 2,823,713,712

    使用料及び手数料収入 2,084,385,433

    その他の収入 185,932,764

  臨時支出 88,742,480

    移転費用支出 4,918,786,094

      補助金等支出 4,124,719,151

      社会保障給付支出 764,392,343

      その他の支出 29,674,600

  業務収入 10,569,885,336

    業務費用支出 4,619,633,858

      人件費支出 2,427,262,081

      物件費等支出 1,818,619,439

      支払利息支出 232,016,791

      その他の支出 141,735,547

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 9,538,419,952


