
【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 142,337,953,214   固定負債 41,758,013,637

    有形固定資産 129,493,830,524     地方債等 28,795,731,122

      事業用資産 58,935,480,438     長期未払金 2,360,324,000

        土地 22,737,614,493     退職手当引当金 6,647,362,587

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

        建物 82,886,219,554     その他 3,897,595,928

        建物減価償却累計額 -51,180,233,724   流動負債 4,859,336,593

        工作物 7,581,340,043     １年内償還予定地方債等 3,716,244,182

        工作物減価償却累計額 -3,917,336,408     未払金 452,815,624

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 108,553

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 467,109,493

        航空機 -     預り金 106,042,050

        航空機減価償却累計額 -     その他 117,016,691

        その他 - 負債合計 46,617,350,230

        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 146,580,713,029

      インフラ資産 67,699,724,465   余剰分（不足分） -40,608,580,914

        土地 11,561,863,335   他団体出資等分 -

        建物 1,541,768,471

        建物減価償却累計額 -937,610,483

        工作物 108,268,788,412

        工作物減価償却累計額 -61,227,453,391

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,492,368,121

      物品 7,200,946,424

      物品減価償却累計額 -4,342,320,803

    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 12,829,365,396

      投資及び出資金 212,416,500

        有価証券 26,000,000

        出資金 186,416,500

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,413,462,639

      長期貸付金 960,323,723

      基金 10,382,517,295

        減債基金 311,856,366

        その他 10,070,660,929

      その他 -

      徴収不能引当金 -139,354,761

  流動資産 10,251,529,131

    現金預金 5,502,952,142

    未収金 520,350,164

    短期貸付金 147,086,506

    基金 4,095,673,309

      財政調整基金 4,095,673,309

      減債基金 -

    棚卸資産 31,414,716

    その他 3,600,000

    徴収不能引当金 -49,547,706

  繰延資産 - 純資産合計 105,972,132,115

資産合計 152,589,482,345 負債及び純資産合計 152,589,482,345

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 48,670,095,549

    その他 49,747,108

  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 48,742,016,774

  臨時損失 81,387,585

    災害復旧事業費 14,376,906

  経常収益 3,040,281,083

    使用料及び手数料 2,151,745,468

    その他 888,535,615

      社会保障給付 6,115,486,653

      他会計への繰出金 1,156,633,000

      その他 364,679,155

        その他 661,370,846

    移転費用 28,948,396,160

      補助金等 21,311,597,352

      その他の業務費用 1,022,048,164

        支払利息 233,509,844

        徴収不能引当金繰入額 127,167,474

        維持補修費 286,218,744

        減価償却費 4,753,085,550

        その他 31,216,593

        その他 1,208,064,518

      物件費等 13,840,835,205

        物件費 8,770,314,318

        職員給与費 6,100,808,987

        賞与等引当金繰入額 427,426,366

        退職手当引当金繰入額 234,718,457

  経常費用 51,782,297,857

    業務費用 22,833,901,697

      人件費 7,971,018,328

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 108,045,014,322 147,122,240,727 -39,077,226,405 -

  純行政コスト（△） -48,670,095,549 -48,670,095,549 -

  財源 48,024,251,321 48,024,251,321 -

    税収等 31,711,607,588 31,711,607,588 -

    国県等補助金 16,312,643,733 16,312,643,733 -

  本年度差額 -645,844,228 -645,844,228 -

  固定資産等の変動（内部変動） -541,527,719 541,527,719

    有形固定資産等の増加 4,108,162,095 -4,108,162,095

    有形固定資産等の減少 -5,618,318,223 5,618,318,223

    貸付金・基金等の増加 5,745,564,641 -5,745,564,641

    貸付金・基金等の減少 -4,776,936,232 4,776,936,232

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 21 21

  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 -1,427,038,000 - -1,427,038,000

  本年度純資産変動額 -2,072,882,207 -541,527,698 -1,531,354,509 -

本年度末純資産残高 105,972,132,115 146,580,713,029 -40,608,580,914 -

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 5,420,122,335

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 5,502,952,142

    その他の収入 -

財務活動収支 -766,580,858

本年度資金収支額 -504,735,539

前年度末資金残高 5,924,857,874

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 3,757,680,858

    地方債等償還支出 3,629,376,775

    その他の支出 128,304,083

  財務活動収入 2,991,100,000

    地方債等発行収入 2,991,100,000

    貸付金元金回収収入 1,707,484,271

    資産売却収入 172,248,300

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,158,557,537

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,679,272,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,185,663,030

    国県等補助金収入 833,512,000

    基金取崩収入 472,418,459

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,344,220,567

    公共施設等整備費支出 3,112,331,478

    基金積立金支出 1,552,617,089

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 64,124,014

    災害復旧事業費支出 14,376,906

    その他の支出 49,747,108

  臨時収入 -

業務活動収支 3,420,402,856

  業務収入 50,317,256,967

    税収等収入 31,618,016,940

    国県等補助金収入 15,585,314,733

    使用料及び手数料収入 2,227,188,223

    その他の収入 886,737,071

    移転費用支出 28,948,396,160

      補助金等支出 21,311,597,352

      社会保障給付支出 6,115,486,653

      他会計への繰出支出 1,156,633,000

      その他の支出 364,679,155

    業務費用支出 17,884,333,937

      人件費支出 8,282,936,893

      物件費等支出 8,827,376,541

      支払利息支出 233,509,844

      その他の支出 540,510,659

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 46,832,730,097


