
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 22,562,124,453   固定負債 12,967,516,725

    有形固定資産 20,037,815,365     地方債 11,671,119,725

      事業用資産 12,177,269,982     長期未払金 -

        土地 2,890,713,063     退職手当引当金 1,296,397,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,459,823,257     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,213,817,057   流動負債 1,395,953,483

        工作物 84,305,504     １年内償還予定地方債 1,264,191,282

        工作物減価償却累計額 -43,754,790     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 83,025,000

        航空機 -     預り金 48,737,201

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,363,470,208

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5   固定資産等形成分 24,331,286,705

      インフラ資産 7,707,478,420   余剰分（不足分） -14,006,622,477

        土地 456,233,747

        建物 4,721,694,650

        建物減価償却累計額 -3,018,658,596

        工作物 19,358,388,201

        工作物減価償却累計額 -13,810,179,582

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,007,397,291

      物品減価償却累計額 -1,854,330,328

    無形固定資産 5,227,200

      ソフトウェア 5,227,200

      その他 -

    投資その他の資産 2,519,081,888

      投資及び出資金 660,461,143

        有価証券 41,007,800

        出資金 619,453,343

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 107,384,330

      長期貸付金 -

      基金 1,768,353,415

        減債基金 -

        その他 1,768,353,415

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,117,000

  流動資産 2,126,009,983

    現金預金 326,600,399

    未収金 30,739,332

    短期貸付金 -

    基金 1,769,162,252

      財政調整基金 1,393,213,909

      減債基金 375,948,343

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -492,000 純資産合計 10,324,664,228

資産合計 24,688,134,436 負債及び純資産合計 24,688,134,436

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,173,215,410

    その他 -

  臨時利益 35,734,440

    資産売却益 35,734,440

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,208,914,785

  臨時損失 35,065

    災害復旧事業費 35,065

  経常収益 435,644,011

    使用料及び手数料 111,396,721

    その他 324,247,290

      社会保障給付 921,933,582

      他会計への繰出金 1,073,777,111

      その他 6,170,442

        その他 25,113,484

    移転費用 4,872,373,199

      補助金等 2,870,492,064

      その他の業務費用 114,039,251

        支払利息 71,316,767

        徴収不能引当金繰入額 17,609,000

        維持補修費 87,691,357

        減価償却費 1,035,139,232

        その他 -

        その他 69,995,549

      物件費等 3,264,908,310

        物件費 2,142,077,721

        職員給与費 1,187,016,487

        賞与等引当金繰入額 83,025,000

        退職手当引当金繰入額 53,201,000

  経常費用 9,644,558,796

    業務費用 4,772,185,597

      人件費 1,393,238,036

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：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 9,220,478,686 22,829,708,404 -13,609,229,718

  純行政コスト（△） -9,173,215,410 -9,173,215,410

  財源 10,277,400,952 10,277,400,952

    税収等 6,892,944,874 6,892,944,874

    国県等補助金 3,384,456,078 3,384,456,078

  本年度差額 1,104,185,542 1,104,185,542

  固定資産等の変動（内部変動） 1,501,578,301 -1,501,578,301

    有形固定資産等の増加 2,760,300,171 -2,760,300,171

    有形固定資産等の減少 -1,039,795,039 1,039,795,039

    貸付金・基金等の増加 1,050,090,141 -1,050,090,141

    貸付金・基金等の減少 -1,269,016,972 1,269,016,972

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,104,185,542 1,501,578,301 -397,392,759

本年度末純資産残高 10,324,664,228 24,331,286,705 -14,006,622,477

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 42,043,286

本年度歳計外現金増減額 6,693,915

本年度末歳計外現金残高 48,737,201

本年度末現金預金残高 326,600,399

    その他の収入 -

財務活動収支 488,108,718

本年度資金収支額 152,236,005

前年度末資金残高 125,627,193

本年度末資金残高 277,863,198

  財務活動支出 1,264,191,282

    地方債償還支出 1,264,191,282

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,752,300,000

    地方債発行収入 1,752,300,000

    貸付金元金回収収入 250,000

    資産売却収入 40,390,247

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,317,201,191

【財務活動収支】

    貸付金支出 250,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,493,189,121

    国県等補助金収入 1,201,845,000

    基金取崩収入 1,250,703,874

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,810,390,312

    公共施設等整備費支出 2,760,300,171

    基金積立金支出 1,049,840,141

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 35,065

    災害復旧事業費支出 35,065

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 981,328,478

  業務収入 9,517,797,107

    税収等収入 6,916,067,942

    国県等補助金収入 2,182,611,078

    使用料及び手数料収入 111,455,721

    その他の収入 307,662,366

    移転費用支出 4,872,373,199

      補助金等支出 2,870,492,064

      社会保障給付支出 921,933,582

      他会計への繰出支出 1,073,777,111

      その他の支出 6,170,442

    業務費用支出 3,664,060,365

      人件費支出 1,337,861,036

      物件費等支出 2,244,609,284

      支払利息支出 71,316,767

      その他の支出 10,273,278

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 8,536,433,564


