
【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 19,944,210,165   固定負債 6,256,229,465

    有形固定資産 18,791,441,754     地方債 6,094,537,506

      事業用資産 9,702,999,658     長期未払金 -

        土地 5,116,655,698     退職手当引当金 150,455,959

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 11,236,000

        建物 14,291,239,980     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,112,694,536   流動負債 745,989,092

        工作物 558,843,281     １年内償還予定地方債 566,499,658

        工作物減価償却累計額 -172,957,165     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 96,972,980

        航空機 -     預り金 82,516,454

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,002,218,557

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,912,400   固定資産等形成分 20,637,111,616

      インフラ資産 8,993,685,419   余剰分（不足分） -6,588,840,624

        土地 2,141,639,623

        建物 67,767,770

        建物減価償却累計額 -39,789,711

        工作物 21,027,473,398

        工作物減価償却累計額 -14,373,196,804

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 169,791,143

      物品 396,255,967

      物品減価償却累計額 -301,499,290

    無形固定資産 6,782,560

      ソフトウェア 4,702,560

      その他 2,080,000

    投資その他の資産 1,145,985,851

      投資及び出資金 48,869,000

        有価証券 -

        出資金 48,869,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 63,853,547

      長期貸付金 -

      基金 1,040,204,185

        減債基金 113,209,298

        その他 926,994,887

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,940,881

  流動資産 1,106,279,384

    現金預金 391,537,872

    未収金 24,503,603

    短期貸付金 -

    基金 692,901,451

      財政調整基金 692,901,451

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,663,542 純資産合計 14,048,270,992

資産合計 21,050,489,549 負債及び純資産合計 21,050,489,549

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 7,322,561,327

    その他 -

  臨時利益 13,501,763

    資産売却益 13,501,763

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 11,236,000

純経常行政コスト 7,324,827,090

  臨時損失 11,236,000

    災害復旧事業費 -

  経常収益 108,341,861

    使用料及び手数料 26,883,747

    その他 81,458,114

      社会保障給付 1,005,588,850

      他会計への繰出金 923,181,402

      その他 889,860

        その他 60,539,384

    移転費用 3,131,508,517

      補助金等 1,201,848,405

      その他の業務費用 104,860,321

        支払利息 36,516,010

        徴収不能引当金繰入額 7,804,927

        維持補修費 32,213,693

        減価償却費 806,659,381

        その他 -

        その他 451,042,011

      物件費等 2,837,843,619

        物件費 1,998,970,545

        職員給与費 869,501,334

        賞与等引当金繰入額 96,972,980

        退職手当引当金繰入額 -58,559,831

  経常費用 7,433,168,951

    業務費用 4,301,660,434

      人件費 1,358,956,494

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 14,656,589,677 21,131,392,741 -6,474,803,064

  純行政コスト（△） -7,322,561,327 -7,322,561,327

  財源 6,634,296,185 6,634,296,185

    税収等 5,278,892,604 5,278,892,604

    国県等補助金 1,355,403,581 1,355,403,581

  本年度差額 -688,265,142 -688,265,142

  固定資産等の変動（内部変動） -574,227,582 574,227,582

    有形固定資産等の増加 406,423,659 -406,423,659

    有形固定資産等の減少 -887,940,793 887,940,793

    貸付金・基金等の増加 357,677,875 -357,677,875

    貸付金・基金等の減少 -450,388,323 450,388,323

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 79,946,457 79,946,457

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -608,318,685 -494,281,125 -114,037,560

本年度末純資産残高 14,048,270,992 20,637,111,616 -6,588,840,624

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 84,255,851

本年度歳計外現金増減額 -1,739,397

本年度末歳計外現金残高 82,516,454

本年度末現金預金残高 391,537,872

    その他の収入 -

財務活動収支 -12,913,137

本年度資金収支額 -168,453,503

前年度末資金残高 477,474,921

本年度末資金残高 309,021,418

  財務活動支出 561,813,137

    地方債償還支出 561,813,137

    その他の支出 -

  財務活動収入 548,900,000

    地方債発行収入 548,900,000

    貸付金元金回収収入 11,185,000

    資産売却収入 13,546,000

    その他の収入 120,000

投資活動収支 -157,285,544

【財務活動収支】

    貸付金支出 11,185,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 431,277,000

    国県等補助金収入 57,817,000

    基金取崩収入 348,609,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 588,562,544

    公共施設等整備費支出 325,186,484

    基金積立金支出 252,191,060

    投資及び出資金支出 -

  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 1,745,178

  業務収入 6,671,979,590

    税収等収入 5,266,051,148

    国県等補助金収入 1,297,586,581

    使用料及び手数料収入 26,883,747

    その他の収入 81,458,114

    移転費用支出 3,131,508,517

      補助金等支出 1,201,848,405

      社会保障給付支出 1,005,588,850

      他会計への繰出支出 923,181,402

      その他の支出 889,860

    業務費用支出 3,538,725,895

      人件費支出 1,410,956,115

      物件費等支出 2,031,184,238

      支払利息支出 36,516,010

      その他の支出 60,069,532

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 6,670,234,412


