
【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 27,953,680,253   固定負債 5,809,951,057

    有形固定資産 25,031,856,709     地方債 4,727,847,057

      事業用資産 6,921,848,541     長期未払金 158,294,000

        土地 1,869,602,746     退職手当引当金 923,810,000

        立木竹 304,491,500     損失補償等引当金 -

        建物 11,587,269,252     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,886,839,244   流動負債 607,649,885

        工作物 44,180,162     １年内償還予定地方債 445,321,746

        工作物減価償却累計額 -10,429,906     未払金 35,000,000

        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 61,795,000

        航空機 -     預り金 65,533,139

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 139,702,216 負債合計 6,417,600,942

        その他減価償却累計額 -132,586,585 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,458,400   固定資産等形成分 29,134,531,622

      インフラ資産 17,481,154,812   余剰分（不足分） -6,150,661,974

        土地 83,189,170

        建物 8,677,828

        建物減価償却累計額 -723,150

        工作物 36,901,028,518

        工作物減価償却累計額 -19,511,017,554

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,527,105,823

      物品減価償却累計額 -898,252,467

    無形固定資産 2,444,341

      ソフトウェア 2,444,341

      その他 -

    投資その他の資産 2,919,379,203

      投資及び出資金 350,256,000

        有価証券 6,200,000

        出資金 344,056,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 40,100,681

      長期貸付金 6,264,961

      基金 2,544,379,561

        減債基金 -

        その他 2,544,379,561

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,622,000

  流動資産 1,447,790,337

    現金預金 240,107,061

    未収金 27,384,907

    短期貸付金 1,320,746

    基金 1,179,530,623

      財政調整基金 931,671,681

      減債基金 247,858,942

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -553,000 純資産合計 22,983,869,648

資産合計 29,401,470,590 負債及び純資産合計 29,401,470,590

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 4,795,199,555

    その他 -

  臨時利益 24,050,039

    資産売却益 24,050,039

    資産除売却損 11,624,884

    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 4,807,512,111

  臨時損失 11,737,483

    災害復旧事業費 112,599

  経常収益 154,532,784

    使用料及び手数料 90,873,707

    その他 63,659,077

      社会保障給付 428,556,434

      他会計への繰出金 328,581,611

      その他 8,218,841

        その他 12,616,527

    移転費用 1,854,147,806

      補助金等 1,088,790,920

      その他の業務費用 61,918,868

        支払利息 32,492,341

        徴収不能引当金繰入額 16,810,000

        維持補修費 54,883,915

        減価償却費 1,172,762,214

        その他 13,391,211

        その他 82,017,201

      物件費等 2,141,815,340

        物件費 900,778,000

        職員給与費 739,100,680

        賞与等引当金繰入額 61,795,000

        退職手当引当金繰入額 21,250,000

  経常費用 4,962,044,895

    業務費用 3,107,897,089

      人件費 904,162,881

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 23,631,281,289 29,728,913,525 -6,097,632,236

  純行政コスト（△） -4,795,199,555 -4,795,199,555

  財源 4,124,691,925 4,124,691,925

    税収等 3,435,469,316 3,435,469,316

    国県等補助金 689,222,609 689,222,609

  本年度差額 -670,507,630 -670,507,630

  固定資産等の変動（内部変動） -617,477,892 617,477,892

    有形固定資産等の増加 825,366,247 -825,366,247

    有形固定資産等の減少 -1,185,335,770 1,185,335,770

    貸付金・基金等の増加 121,741,694 -121,741,694

    貸付金・基金等の減少 -379,250,063 379,250,063

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 23,095,989 23,095,989

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -647,411,641 -594,381,903 -53,029,738

本年度末純資産残高 22,983,869,648 29,134,531,622 -6,150,661,974

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 -

本年度歳計外現金増減額 65,533,139

本年度末歳計外現金残高 65,533,139

本年度末現金預金残高 240,107,061

    その他の収入 -

財務活動収支 89,718,194

本年度資金収支額 44,879,113

前年度末資金残高 129,694,809

本年度末資金残高 174,573,922

  財務活動支出 524,637,806

    地方債償還支出 514,637,806

    その他の支出 10,000,000

  財務活動収入 614,356,000

    地方債発行収入 614,356,000

    貸付金元金回収収入 7,985,288

    資産売却収入 24,998,711

    その他の収入 -

投資活動収支 -462,594,352

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 484,513,589

    国県等補助金収入 195,576,000

    基金取崩収入 255,953,590

【投資活動収支】

  投資活動支出 947,107,941

    公共施設等整備費支出 825,366,247

    基金積立金支出 115,741,694

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 112,599

    災害復旧事業費支出 112,599

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 417,755,271

  業務収入 4,169,329,551

    税収等収入 3,538,545,040

    国県等補助金収入 493,646,609

    使用料及び手数料収入 73,538,825

    その他の収入 63,599,077

    移転費用支出 1,854,147,806

      補助金等支出 1,088,790,920

      社会保障給付支出 428,556,434

      他会計への繰出支出 328,581,611

      その他の支出 8,218,841

    業務費用支出 1,897,313,875

      人件費支出 883,151,881

      物件費等支出 969,053,126

      支払利息支出 32,492,341

      その他の支出 12,616,527

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 3,751,461,681


