
【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 112,869,897,587   固定負債 33,474,483,505

    有形固定資産 106,941,932,399     地方債 28,145,271,088

      事業用資産 50,675,150,778     長期未払金 -

        土地 29,394,206,108     退職手当引当金 4,093,452,701

        立木竹 -     損失補償等引当金 503,000

        建物 50,204,785,233     その他 1,235,256,716

        建物減価償却累計額 -29,571,058,433   流動負債 4,234,080,859

        工作物 1,861,382,961     １年内償還予定地方債 3,036,509,709

        工作物減価償却累計額 -1,314,919,227     未払金 -

        船舶 4,196,800     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -4,196,797     前受金 106,500

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 518,974,731

        航空機 -     預り金 488,540,599

        航空機減価償却累計額 -     その他 189,949,320

        その他 - 負債合計 37,708,564,364

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 100,754,133   固定資産等形成分 114,942,120,587

      インフラ資産 55,692,018,914   余剰分（不足分） -35,754,892,793

        土地 28,872,758,520

        建物 386,259,324

        建物減価償却累計額 -239,839,691

        工作物 104,917,233,084

        工作物減価償却累計額 -78,287,059,656

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,667,333

      物品 2,703,585,473

      物品減価償却累計額 -2,128,822,766

    無形固定資産 79,295,760

      ソフトウェア 79,295,760

      その他 -

    投資その他の資産 5,848,669,428

      投資及び出資金 2,260,685,000

        有価証券 900,000

        出資金 2,259,785,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 434,209,472

      長期貸付金 1,955,000

      基金 3,169,441,000

        減債基金 242,400,000

        その他 2,927,041,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,621,044

  流動資産 4,025,894,571

    現金預金 1,632,558,183

    未収金 334,641,933

    短期貸付金 223,000

    基金 2,072,000,000

      財政調整基金 2,072,000,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,528,545 純資産合計 79,187,227,794

資産合計 116,895,792,158 負債及び純資産合計 116,895,792,158

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 33,948,544,622

    その他 -

  臨時利益 4,292,078

    資産売却益 4,292,078

    資産除売却損 979,814

    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 33,951,856,886

  臨時損失 979,814

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,878,983,094

    使用料及び手数料 587,371,046

    その他 1,291,612,048

      社会保障給付 8,318,355,677

      他会計への繰出金 3,205,636,501

      その他 26,013,249

        その他 186,979,540

    移転費用 14,369,180,213

      補助金等 2,819,174,786

      その他の業務費用 400,032,452

        支払利息 181,976,550

        徴収不能引当金繰入額 31,076,362

        維持補修費 631,977,718

        減価償却費 2,815,094,878

        その他 5,985,450

        その他 923,605,557

      物件費等 12,758,882,720

        物件費 9,305,824,674

        職員給与費 6,860,164,307

        賞与等引当金繰入額 518,974,731

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 35,830,839,980

    業務費用 21,461,659,767

      人件費 8,302,744,595

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】

（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 80,417,061,249 116,400,104,114 -35,983,042,865

  純行政コスト（△） -33,948,544,622 -33,948,544,622

  財源 32,592,268,522 32,592,268,522

    税収等 24,289,268,385 24,289,268,385

    国県等補助金 8,303,000,137 8,303,000,137

  本年度差額 -1,356,276,100 -1,356,276,100

  固定資産等の変動（内部変動） -1,584,426,172 1,584,426,172

    有形固定資産等の増加 1,275,944,719 -1,275,944,719

    有形固定資産等の減少 -2,411,711,460 2,411,711,460

    貸付金・基金等の増加 953,758,280 -953,758,280

    貸付金・基金等の減少 -1,402,417,711 1,402,417,711

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 126,442,645 126,442,645

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,229,833,455 -1,457,983,527 228,150,072

本年度末純資産残高 79,187,227,794 114,942,120,587 -35,754,892,793

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）

前年度末歳計外現金残高 526,956,744

本年度歳計外現金増減額 -588,112

本年度末歳計外現金残高 526,368,632

本年度末現金預金残高 1,632,558,183

    その他の収入 -

財務活動収支 13,145,540

本年度資金収支額 141,001,320

前年度末資金残高 965,188,231

本年度末資金残高 1,106,189,551

  財務活動支出 2,991,354,460

    地方債償還支出 2,831,052,772

    その他の支出 160,301,688

  財務活動収入 3,004,500,000

    地方債発行収入 3,004,500,000

    貸付金元金回収収入 132,000

    資産売却収入 4,388,846

    その他の収入 125,000,000

投資活動収支 -766,795,873

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 125,000,000

  投資活動収入 1,175,767,846

    国県等補助金収入 222,475,000

    基金取崩収入 823,772,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,942,563,719

    公共施設等整備費支出 1,275,944,719

    基金積立金支出 530,698,000

    投資及び出資金支出 10,921,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 24,163,000

業務活動収支 894,651,653

  業務収入 33,825,093,850

    税収等収入 24,325,856,530

    国県等補助金収入 8,067,011,395

    使用料及び手数料収入 588,422,757

    その他の収入 843,803,168

    移転費用支出 14,369,180,213

      補助金等支出 2,819,174,786

      社会保障給付支出 8,318,355,677

      他会計への繰出支出 3,205,636,501

      その他の支出 26,013,249

    業務費用支出 18,585,424,984

      人件費支出 8,286,004,467

      物件費等支出 9,946,897,338

      支払利息支出 181,976,550

      その他の支出 170,546,629

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 32,954,605,197


