
【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 125,195,047,031   固定負債 32,900,654,709

    有形固定資産 115,757,099,887     地方債 23,247,075,976

      事業用資産 58,558,087,679     長期未払金 2,360,324,000

        土地 22,394,632,942     退職手当引当金 6,425,425,000

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 57,000,000

        建物 81,692,249,554     その他 810,829,733

        建物減価償却累計額 -50,020,674,932   流動負債 4,014,744,543

        工作物 7,581,340,043     １年内償還予定地方債 3,418,083,875

        工作物減価償却累計額 -3,917,336,408     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 400,062,876

        航空機 -     預り金 82,829,807

        航空機減価償却累計額 -     その他 113,767,985

        その他 - 負債合計 36,915,399,252

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 519,048,880   固定資産等形成分 129,437,656,846

      インフラ資産 55,809,434,022   余剰分（不足分） -35,357,465,395

        土地 11,295,178,020

        建物 715,660,000

        建物減価償却累計額 -518,432,411

        工作物 90,013,375,529

        工作物減価償却累計額 -54,038,962,699

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,342,615,583

      物品 3,755,038,886

      物品減価償却累計額 -2,365,460,700

    無形固定資産 14,757,294

      ソフトウェア 14,757,294

      その他 -

    投資その他の資産 9,423,189,850

      投資及び出資金 322,055,989

        有価証券 26,000,000

        出資金 296,055,989

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 691,236,126

      長期貸付金 960,073,723

      基金 7,517,703,400

        減債基金 311,856,366

        その他 7,205,847,034

      その他 -

      徴収不能引当金 -67,879,388

  流動資産 5,800,543,672

    現金預金 1,356,894,381

    未収金 219,862,925

    短期貸付金 146,936,506

    基金 4,095,673,309

      財政調整基金 4,095,673,309

      減債基金 -

    棚卸資産 2,767,090

    その他 -

    徴収不能引当金 -21,590,539 純資産合計 94,080,191,451

資産合計 130,995,590,703 負債及び純資産合計 130,995,590,703

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 31,577,738,848

    その他 -

  臨時利益 153,308,810

    資産売却益 153,308,810

    資産除売却損 20,263,571

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -3,000,000

純経常行政コスト 31,699,407,181

  臨時損失 31,640,477

    災害復旧事業費 14,376,906

  経常収益 1,631,074,442

    使用料及び手数料 880,616,819

    その他 750,457,623

      社会保障給付 6,115,070,653

      他会計への繰出金 3,092,509,293

      その他 364,227,755

        その他 314,675,600

    移転費用 12,771,297,400

      補助金等 3,199,489,699

      その他の業務費用 518,777,296

        支払利息 137,083,823

        徴収不能引当金繰入額 67,017,873

        維持補修費 227,104,580

        減価償却費 4,174,206,746

        その他 -

        その他 1,126,124,190

      物件費等 12,509,239,336

        物件費 8,107,928,010

        職員給与費 5,777,124,376

        賞与等引当金繰入額 400,062,876

        退職手当引当金繰入額 227,856,149

  経常費用 33,330,481,623

    業務費用 20,559,184,223

      人件費 7,531,167,591

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 95,943,071,501 130,663,774,390 -34,720,702,889

  純行政コスト（△） -31,577,738,848 -31,577,738,848

  財源 31,141,896,777 31,141,896,777

    税収等 23,633,834,483 23,633,834,483

    国県等補助金 7,508,062,294 7,508,062,294

  本年度差額 -435,842,071 -435,842,071

  固定資産等の変動（内部変動） -1,226,117,565 1,226,117,565

    有形固定資産等の増加 3,263,203,016 -3,263,203,016

    有形固定資産等の減少 -5,009,707,779 5,009,707,779

    貸付金・基金等の増加 3,840,052,993 -3,840,052,993

    貸付金・基金等の減少 -3,319,665,795 3,319,665,795

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 21 21

  その他 -1,427,038,000 - -1,427,038,000

  本年度純資産変動額 -1,862,880,050 -1,226,117,544 -636,762,506

本年度末純資産残高 94,080,191,451 129,437,656,846 -35,357,465,395

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 74,999,842

本年度歳計外現金増減額 7,829,965

本年度末歳計外現金残高 82,829,807

本年度末現金預金残高 1,356,894,381

    その他の収入 -

財務活動収支 -858,227,474

本年度資金収支額 374,493,687

前年度末資金残高 899,570,887

本年度末資金残高 1,274,064,574

  財務活動支出 3,423,327,474

    地方債償還支出 3,306,959,558

    その他の支出 116,367,916

  財務活動収入 2,565,100,000

    地方債発行収入 2,565,100,000

    貸付金元金回収収入 1,707,384,271

    資産売却収入 172,248,300

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,923,376,532

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,678,772,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,896,133,030

    国県等補助金収入 727,329,000

    基金取崩収入 289,171,459

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,819,509,562

    公共施設等整備費支出 2,230,190,608

    基金積立金支出 856,548,203

    投資及び出資金支出 53,998,751

  臨時支出 14,376,906

    災害復旧事業費支出 14,376,906

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,156,097,693

  業務収入 32,047,146,232

    税収等収入 23,635,013,958

    国県等補助金収入 6,780,733,294

    使用料及び手数料収入 882,714,265

    その他の収入 748,684,715

    移転費用支出 12,771,297,400

      補助金等支出 3,199,489,699

      社会保障給付支出 6,115,070,653

      他会計への繰出支出 3,092,509,293

      その他の支出 364,227,755

    業務費用支出 16,105,374,233

      人件費支出 7,853,055,465

      物件費等支出 7,845,854,590

      支払利息支出 137,083,823

      その他の支出 269,380,355

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 28,876,671,633


