
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 23,902,827,174   固定負債 7,546,109,119

    有形固定資産 21,247,058,607     地方債 6,503,527,359

      事業用資産 10,930,032,267     長期未払金 -

        土地 3,952,090,867     退職手当引当金 1,042,395,892

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,834,821,962     その他 185,868

        建物減価償却累計額 -8,308,254,173   流動負債 824,915,547

        工作物 480,184,286     １年内償還予定地方債 700,484,263

        工作物減価償却累計額 -229,007,915     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 80,018,420

        航空機 -     預り金 43,045,584

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,367,280

        その他 - 負債合計 8,371,024,666

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,200,197,240   固定資産等形成分 24,777,267,235

      インフラ資産 10,146,524,180   余剰分（不足分） -8,215,653,672

        土地 1,480,267,566

        建物 2,313,000

        建物減価償却累計額 -2,039,594

        工作物 24,242,831,503

        工作物減価償却累計額 -15,605,862,735

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,014,440

      物品 789,430,624

      物品減価償却累計額 -618,928,464

    無形固定資産 1,080,000

      ソフトウェア 1,080,000

      その他 -

    投資その他の資産 2,654,688,567

      投資及び出資金 509,792,708

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 397,570,885

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 60,170,316

      長期貸付金 629,606

      基金 2,088,589,644

        減債基金 -

        その他 2,088,589,644

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,493,707

  流動資産 1,029,811,055

    現金預金 141,724,498

    未収金 14,657,470

    短期貸付金 612,456

    基金 873,827,605

      財政調整基金 767,490,780

      減債基金 106,336,825

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,010,974 純資産合計 16,561,613,563

資産合計 24,932,638,229 負債及び純資産合計 24,932,638,229

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,776,600,500

    その他 -

  臨時利益 1,025,853

    資産売却益 1,025,853

    資産除売却損 93,120

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 5,688,790,753

  臨時損失 88,835,600

    災害復旧事業費 88,742,480

  経常収益 226,250,681

    使用料及び手数料 113,557,177

    その他 112,693,504

      社会保障給付 763,983,081

      他会計への繰出金 632,564,952

      その他 17,132,200

        その他 32,960,800

    移転費用 2,665,802,568

      補助金等 1,252,122,335

      その他の業務費用 91,210,220

        支払利息 54,745,018

        徴収不能引当金繰入額 3,504,402

        維持補修費 109,433,897

        減価償却費 860,573,782

        その他 -

        その他 130,605,557

      物件費等 1,822,697,933

        物件費 852,690,254

        職員給与費 1,124,706,736

        賞与等引当金繰入額 80,018,420

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,915,041,434

    業務費用 3,249,238,866

      人件費 1,335,330,713

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】

会計：一般会計等 （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 16,744,769,131 24,883,572,968 -8,138,803,837

  純行政コスト（△） -5,776,600,500 -5,776,600,500

  財源 5,607,323,825 5,607,323,825

    税収等 4,377,150,387 4,377,150,387

    国県等補助金 1,230,173,438 1,230,173,438

  本年度差額 -169,276,675 -169,276,675

  固定資産等の変動（内部変動） -92,426,840 92,426,840

    有形固定資産等の増加 703,610,874 -703,610,874

    有形固定資産等の減少 -860,666,903 860,666,903

    貸付金・基金等の増加 504,917,645 -504,917,645

    貸付金・基金等の減少 -440,288,456 440,288,456

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -11,598,912 -11,598,912

  その他 -2,279,981 -2,279,981 -

  本年度純資産変動額 -183,155,568 -106,305,733 -76,849,835

本年度末純資産残高 16,561,613,563 24,777,267,235 -8,215,653,672

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 40,378,941

本年度歳計外現金増減額 2,666,643

本年度末歳計外現金残高 43,045,584

本年度末現金預金残高 141,724,498

    その他の収入 -

財務活動収支 138,641,002

本年度資金収支額 29,767,247

前年度末資金残高 68,911,667

本年度末資金残高 98,678,914

  財務活動支出 676,288,998

    地方債償還支出 674,921,718

    その他の支出 1,367,280

  財務活動収入 814,930,000

    地方債発行収入 814,930,000

    貸付金元金回収収入 10,270,044

    資産売却収入 1,025,854

    その他の収入 4,000,000

投資活動収支 -672,219,700

【財務活動収支】

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 535,910,847

    国県等補助金収入 99,928,695

    基金取崩収入 420,686,254

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,208,130,547

    公共施設等整備費支出 703,610,874

    基金積立金支出 349,102,040

    投資及び出資金支出 145,417,633

  臨時支出 88,742,480

    災害復旧事業費支出 88,742,480

    その他の支出 -

  臨時収入 46,624,000

業務活動収支 563,345,945

  業務収入 5,665,166,538

    税収等収入 4,381,038,560

    国県等補助金収入 1,083,620,743

    使用料及び手数料収入 111,175,679

    その他の収入 89,331,556

    移転費用支出 2,665,802,568

      補助金等支出 1,252,122,335

      社会保障給付支出 763,983,081

      他会計への繰出支出 632,564,952

      その他の支出 17,132,200

    業務費用支出 2,393,899,545

      人件費支出 1,344,891,096

      物件費等支出 962,124,151

      支払利息支出 54,745,018

      その他の支出 32,139,280

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 5,059,702,113


