
【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 157,970,922,107   固定負債 17,702,960,743

    有形固定資産 142,354,000,386     地方債 10,601,578,972

      事業用資産 82,354,259,752     長期未払金 -

        土地 46,274,838,802     退職手当引当金 3,913,044,000

        立木竹 26,185,680     損失補償等引当金 2,262,051,000

        建物 81,604,876,286     その他 926,286,771

        建物減価償却累計額 -47,630,269,324   流動負債 3,843,527,957

        工作物 5,475,687,156     １年内償還予定地方債 2,257,517,844

        工作物減価償却累計額 -3,412,039,627     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 374,323,000

        航空機 -     預り金 1,211,687,113

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 21,546,488,700

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,980,779   固定資産等形成分 162,184,457,304

      インフラ資産 57,088,281,157   余剰分（不足分） -18,304,417,857

        土地 35,976,549,670

        建物 246,569,325

        建物減価償却累計額 -100,667,030

        工作物 47,437,950,850

        工作物減価償却累計額 -39,588,675,081

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,116,553,423

      物品 6,810,798,280

      物品減価償却累計額 -3,899,338,803

    無形固定資産 319,637,709

      ソフトウェア 131,328

      その他 319,506,381

    投資その他の資産 15,297,284,012

      投資及び出資金 10,574,223,770

        有価証券 -

        出資金 10,574,223,770

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 220,722,834

      長期貸付金 -

      基金 4,517,776,563

        減債基金 39,719,881

        その他 4,478,056,682

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,439,155

  流動資産 7,455,606,040

    現金預金 3,129,474,176

    未収金 44,985,729

    短期貸付金 -

    基金 4,213,535,197

      財政調整基金 4,213,535,197

      減債基金 -

    棚卸資産 72,452,550

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,841,612 純資産合計 143,880,039,447

資産合計 165,426,528,147 負債及び純資産合計 165,426,528,147

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 56,825,000

純行政コスト 31,627,118,530

    その他 -

  臨時利益 142,703,482

    資産売却益 85,878,482

    資産除売却損 818,161,014

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 39,315,000

純経常行政コスト 30,912,345,998

  臨時損失 857,476,014

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,450,387,089

    使用料及び手数料 1,018,612,033

    その他 1,431,775,056

      社会保障給付 8,195,462,412

      他会計への繰出金 1,917,455,487

      その他 890,747,235

        その他 275,697,124

    移転費用 16,760,085,347

      補助金等 5,756,420,213

      その他の業務費用 411,382,169

        支払利息 115,404,278

        徴収不能引当金繰入額 20,280,767

        維持補修費 779,972,379

        減価償却費 2,948,375,258

        その他 -

        その他 1,354,965,520

      物件費等 9,928,985,671

        物件費 6,200,638,034

        職員給与費 4,215,027,073

        賞与等引当金繰入額 374,323,000

        退職手当引当金繰入額 317,964,307

  経常費用 33,362,733,087

    業務費用 16,602,647,740

      人件費 6,262,279,900

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 140,383,537,634 161,528,234,530 -21,144,696,896

  純行政コスト（△） -31,627,118,530 -31,627,118,530

  財源 34,639,462,906 34,639,462,906

    税収等 27,276,333,132 27,276,333,132

    国県等補助金 7,363,129,774 7,363,129,774

  本年度差額 3,012,344,376 3,012,344,376

  固定資産等の変動（内部変動） 212,142,294 -212,142,294

    有形固定資産等の増加 2,907,116,722 -2,907,116,722

    有形固定資産等の減少 -4,172,300,987 4,172,300,987

    貸付金・基金等の増加 1,786,884,931 -1,786,884,931

    貸付金・基金等の減少 -309,558,372 309,558,372

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 445,797,480 445,797,480

  その他 38,359,957 -1,717,000 40,076,957

  本年度純資産変動額 3,496,501,813 656,222,774 2,840,279,039

本年度末純資産残高 143,880,039,447 162,184,457,304 -18,304,417,857

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 1,250,758,961

本年度歳計外現金増減額 -39,071,848

本年度末歳計外現金残高 1,211,687,113

本年度末現金預金残高 3,129,474,176

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,882,848,214

本年度資金収支額 819,246,431

前年度末資金残高 1,098,540,632

本年度末資金残高 1,917,787,063

  財務活動支出 2,346,048,214

    地方債償還支出 2,344,801,036

    その他の支出 1,247,178

  財務活動収入 463,200,000

    地方債発行収入 463,200,000

    貸付金元金回収収入 224,000,000

    資産売却収入 151,667,179

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,030,784,826

【財務活動収支】

    貸付金支出 224,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,255,098,537

    国県等補助金収入 858,937,480

    基金取崩収入 20,493,878

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,285,883,363

    公共施設等整備費支出 2,512,711,688

    基金積立金支出 306,701,675

    投資及び出資金支出 1,242,470,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 5,732,879,471

  業務収入 36,234,807,490

    税収等収入 27,204,325,967

    国県等補助金収入 6,504,192,294

    使用料及び手数料収入 1,094,761,758

    その他の収入 1,431,527,471

    移転費用支出 16,760,085,347

      補助金等支出 5,756,420,213

      社会保障給付支出 8,195,462,412

      他会計への繰出支出 1,917,455,487

      その他の支出 890,747,235

    業務費用支出 13,741,842,672

      人件費支出 6,439,603,191

      物件費等支出 6,971,881,213

      支払利息支出 115,404,278

      その他の支出 214,953,990

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 30,501,928,019


