
【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 128,968,629,562   固定負債 40,864,311,784

    有形固定資産 122,534,948,353     地方債等 28,475,030,242

      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 4,353,834,431

        立木竹 -     損失補償等引当金 503,000

        建物 50,204,785,233     その他 8,034,944,111

        建物減価償却累計額 -29,571,058,433   流動負債 4,921,802,901

        工作物 1,861,382,961     １年内償還予定地方債等 3,115,730,296

        工作物減価償却累計額 -1,314,919,227     未払金 168,773,174

        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 554,487,146

        航空機 -     預り金 488,540,599

        航空機減価償却累計額 -     その他 594,165,186

        その他 - 負債合計 45,786,114,685

        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 132,614,678,562

      インフラ資産 69,665,716,912   余剰分（不足分） -39,909,165,644

        土地 29,338,403,596   他団体出資等分 -

        建物 1,613,152,649

        建物減価償却累計額 -1,004,504,016

        工作物 130,107,464,089

        工作物減価償却累計額 -90,431,466,739

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,667,333

      物品 8,817,375,735

      物品減価償却累計額 -6,623,295,072

    無形固定資産 80,815,332

      ソフトウェア 79,295,760

      その他 1,519,572

    投資その他の資産 6,352,865,877

      投資及び出資金 2,002,236,000

        有価証券 900,000

        出資金 2,001,336,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,238,059,332

      長期貸付金 5,569,000

      基金 3,180,441,000

        減債基金 242,400,000

        その他 2,938,041,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -73,439,455

  流動資産 9,522,998,041

    現金預金 5,259,709,385

    未収金 634,284,189

    短期貸付金 223,000

    基金 3,645,826,000

      財政調整基金 3,645,826,000

      減債基金 -

    棚卸資産 14,362,500

    その他 -

    徴収不能引当金 -31,407,033

  繰延資産 - 純資産合計 92,705,512,918

資産合計 138,491,627,603 負債及び純資産合計 138,491,627,603

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

純行政コスト 55,099,787,120

  臨時利益 4,292,078

    資産売却益 4,292,078

    その他 -

    資産除売却損 979,814

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純経常行政コスト 55,103,099,384

  臨時損失 979,814

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,264,791,015

    使用料及び手数料 2,837,519,199

    その他 1,427,271,816

      社会保障給付 8,329,632,000

      他会計への操出金 726,452,000

      その他 26,171,349

        その他 512,648,650

    移転費用 34,509,627,841

      補助金等 25,427,372,492

      その他の業務費用 818,174,813

        支払利息 201,467,868

        徴収不能引当金繰入額 104,058,295

        維持補修費 782,067,792

        減価償却費 3,516,380,628

        その他 6,060,660

        その他 1,064,394,492

      物件費等 15,176,031,530

        物件費 10,871,522,450

        職員給与費 7,247,840,577

        賞与等引当金繰入額 551,821,146

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 59,367,890,399

    業務費用 24,858,262,558

      人件費 8,864,056,215

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】

（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 93,576,269,884 133,350,337,574 -39,774,067,690 -

  純行政コスト（△） -55,099,787,120 -55,099,787,120 -

  財源 54,102,587,509 54,102,587,509 -

    税収等 33,712,840,977 33,712,840,977 -

    国県等補助金 20,389,746,532 20,389,746,532 -

  本年度差額 -997,199,611 -997,199,611 -

  固定資産等の変動（内部変動） -862,101,657 862,101,657

    有形固定資産等の増加 2,156,099,545 -2,156,099,545

    有形固定資産等の減少 -3,158,091,843 3,158,091,843

    貸付金・基金等の増加 2,096,520,539 -2,096,520,539

    貸付金・基金等の減少 -1,956,629,898 1,956,629,898

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 126,442,645 126,442,645

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -870,756,966 -735,659,012 -135,097,954 -

本年度末純資産残高 92,705,512,918 132,614,678,562 -39,909,165,644 -

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】

（単位：円）

本年度末資金残高 4,733,340,753

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 5,259,709,385

    その他の収入 -

財務活動収支 -62,835,066

本年度資金収支額 -645,941,574

前年度末資金残高 5,379,282,327

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 3,067,335,066

    地方債等償還支出 2,907,033,378

    その他の支出 160,301,688

  財務活動収入 3,004,500,000

    地方債等発行収入 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 134,120,000

投資活動収支 -2,359,508,747

【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 1,191,874,846

    国県等補助金収入 222,475,000

    基金取崩収入 830,759,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,551,383,593

    公共施設等整備費支出 2,105,320,593

    基金積立金支出 1,310,142,000

    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 1,776,402,239

  業務収入 57,405,251,266

    税収等収入 33,459,220,520

    国県等補助金収入 20,154,504,790

    使用料及び手数料収入 2,843,296,685

    その他の収入 948,229,271

    移転費用支出 34,509,627,841

      補助金等支出 25,427,372,492

      社会保障給付支出 8,329,632,000

      他会計への操出支出 726,452,000

      その他の支出 26,171,349

    業務費用支出 21,143,384,186

      人件費支出 8,848,509,644

      物件費等支出 11,706,422,941

      支払利息支出 201,467,868

      その他の支出 386,983,733

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 55,653,012,027


