
【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 25,687,406,669   固定負債 11,071,268,842

    有形固定資産 22,955,587,227     地方債 10,332,601,305

      事業用資産 8,974,928,122     長期未払金 -

        土地 2,092,851,960     退職手当引当金 738,667,537

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,363,956,134     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,760,344,402   流動負債 1,499,315,781

        工作物 886,330,626     １年内償還予定地方債 1,348,813,987

        工作物減価償却累計額 -611,807,116     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 121,959,984

        航空機 -     預り金 28,541,810

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 12,570,584,623

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,940,920   固定資産等形成分 28,285,182,442

      インフラ資産 13,848,623,774   余剰分（不足分） -12,395,780,261

        土地 85,418,512

        建物 171,573,200

        建物減価償却累計額 -101,706,702

        工作物 40,695,378,085

        工作物減価償却累計額 -27,035,555,318

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -141,772,956

        建設仮勘定 25,288,953

      物品 565,965,821

      物品減価償却累計額 -433,930,490

    無形固定資産 7,704,086

      ソフトウェア 7,704,086

      その他 -

    投資その他の資産 2,724,115,356

      投資及び出資金 364,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 317,792,336

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 54,642,031

      長期貸付金 -

      基金 2,307,060,927

        減債基金 -

        その他 2,307,060,927

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,389,938

  流動資産 2,772,580,135

    現金預金 149,818,609

    未収金 14,849,497

    短期貸付金 -

    基金 2,597,775,773

      財政調整基金 846,696,583

      減債基金 1,751,079,190

    棚卸資産 11,538,720

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,402,464 純資産合計 15,889,402,181

資産合計 28,459,986,804 負債及び純資産合計 28,459,986,804

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 6,442,787,020

    その他 1,180,000

  臨時利益 3,409,731

    資産売却益 3,409,731

    資産除売却損 229,205

    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 6,255,413,106

  臨時損失 190,783,645

    災害復旧事業費 189,374,440

  経常収益 460,469,188

    使用料及び手数料 148,988,092

    その他 311,481,096

      社会保障給付 638,890,160

      他会計への繰出金 895,424,692

      その他 2,392,554

        その他 22,829,257

    移転費用 2,910,164,604

      補助金等 1,373,457,198

      その他の業務費用 83,267,046

        支払利息 58,980,749

        徴収不能引当金繰入額 1,457,040

        維持補修費 137,975,185

        減価償却費 1,065,216,181

        その他 -

        その他 51,146,877

      物件費等 1,900,342,775

        物件費 697,151,409

        職員給与費 1,649,001,008

        賞与等引当金繰入額 121,959,984

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,715,882,294

    業務費用 3,805,717,690

      人件費 1,822,107,869

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 15,968,209,340 28,245,147,882 -12,276,938,542

  純行政コスト（△） -6,442,787,020 -6,442,787,020

  財源 6,400,841,128 6,400,841,128

    税収等 5,294,756,652 5,294,756,652

    国県等補助金 1,106,084,476 1,106,084,476

  本年度差額 -41,945,892 -41,945,892

  固定資産等の変動（内部変動） 76,895,827 -76,895,827

    有形固定資産等の増加 1,378,861,625 -1,378,861,625

    有形固定資産等の減少 -1,065,445,387 1,065,445,387

    貸付金・基金等の増加 16,576,476 -16,576,476

    貸付金・基金等の減少 -253,096,887 253,096,887

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -37,060,267 -37,060,267

  その他 199,000 199,000 -

  本年度純資産変動額 -78,807,159 40,034,560 -118,841,719

本年度末純資産残高 15,889,402,181 28,285,182,442 -12,395,780,261

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 19,394,752

本年度歳計外現金増減額 9,147,058

本年度末歳計外現金残高 28,541,810

本年度末現金預金残高 149,818,609

    その他の収入 -

財務活動収支 232,760,126

本年度資金収支額 -36,949,318

前年度末資金残高 158,226,117

本年度末資金残高 121,276,799

  財務活動支出 1,172,239,874

    地方債償還支出 1,172,239,874

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,405,000,000

    地方債発行収入 1,405,000,000

    貸付金元金回収収入 190,000

    資産売却収入 3,409,732

    その他の収入 -

投資活動収支 -921,482,356

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 473,565,732

    国県等補助金収入 219,736,000

    基金取崩収入 250,230,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,395,048,088

    公共施設等整備費支出 1,378,861,625

    基金積立金支出 16,186,463

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 189,374,440

    災害復旧事業費支出 189,374,440

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 651,772,912

  業務収入 6,493,260,520

    税収等収入 5,294,361,005

    国県等補助金収入 886,348,476

    使用料及び手数料収入 148,900,949

    その他の収入 163,650,090

    移転費用支出 2,910,164,604

      補助金等支出 1,373,457,198

      社会保障給付支出 638,890,160

      他会計への繰出支出 895,424,692

      その他の支出 2,392,554

    業務費用支出 2,741,948,564

      人件費支出 1,813,517,172

      物件費等支出 835,126,594

      支払利息支出 58,980,749

      その他の支出 34,324,049

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 5,652,113,168


