
【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 11,962,294,893   固定負債 4,989,386,896

    有形固定資産 9,851,601,816     地方債 4,825,121,421

      事業用資産 6,215,456,409     長期未払金 -

        土地 1,005,793,736     退職手当引当金 164,265,475

        立木竹 7,487,500     損失補償等引当金 -

        建物 17,732,967,958     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,683,541,125   流動負債 763,834,081

        工作物 156,959,946     １年内償還予定地方債 654,876,952

        工作物減価償却累計額 -11,361,206     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 66,616,600

        航空機 -     預り金 42,340,529

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,753,220,977

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,149,600   固定資産等形成分 12,907,754,893

      インフラ資産 3,571,054,173   余剰分（不足分） -5,348,784,408

        土地 916,572,034

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 11,691,157,915

        工作物減価償却累計額 -9,218,867,776

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 182,192,000

      物品 504,417,227

      物品減価償却累計額 -439,325,993

    無形固定資産 18,084,833

      ソフトウェア 18,084,833

      その他 -

    投資その他の資産 2,092,608,244

      投資及び出資金 124,873,997

        有価証券 96,772,997

        出資金 28,101,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 58,013,723

      長期貸付金 -

      基金 1,910,823,000

        減債基金 -

        その他 1,910,823,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,102,476

  流動資産 1,349,896,569

    現金預金 394,898,348

    未収金 9,711,209

    短期貸付金 220,000

    基金 945,240,000

      財政調整基金 900,000,000

      減債基金 45,240,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -172,988 純資産合計 7,558,970,485

資産合計 13,312,191,462 負債及び純資産合計 13,312,191,462

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 5,010,053,045

    その他 -

  臨時利益 7,708,919

    資産売却益 7,708,919

    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 -

純経常行政コスト 5,017,761,964

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 282,526,743

    使用料及び手数料 96,528,733

    その他 185,998,010

      社会保障給付 466,381,057

      他会計への繰出金 615,975,079

      その他 6,639,415

        その他 47,891,689

    移転費用 2,135,066,462

      補助金等 1,046,070,911

      その他の業務費用 75,129,254

        支払利息 27,237,565

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 319,035,942

        減価償却費 542,776,486

        その他 -

        その他 168,953,268

      物件費等 2,009,772,756

        物件費 1,147,960,328

        職員給与費 844,750,367

        賞与等引当金繰入額 66,616,600

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,300,288,707

    業務費用 3,165,222,245

      人件費 1,080,320,235

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 7,583,203,015 12,901,805,740 -5,318,602,725

  純行政コスト（△） -5,010,053,045 -5,010,053,045

  財源 4,890,529,740 4,890,529,740

    税収等 3,789,356,465 3,789,356,465

    国県等補助金 1,101,173,275 1,101,173,275

  本年度差額 -119,523,305 -119,523,305

  固定資産等の変動（内部変動） -89,306,056 89,306,056

    有形固定資産等の増加 444,230,430 -444,230,430

    有形固定資産等の減少 -542,776,486 542,776,486

    貸付金・基金等の増加 46,320,000 -46,320,000

    貸付金・基金等の減少 -37,080,000 37,080,000

  資産評価差額 695,500 695,500

  無償所管換等 - -

  その他 94,595,275 94,559,709 35,566

  本年度純資産変動額 -24,232,530 5,949,153 -30,181,683

本年度末純資産残高 7,558,970,485 12,907,754,893 -5,348,784,408

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 38,906,528

本年度歳計外現金増減額 3,434,001

本年度末歳計外現金残高 42,340,529

本年度末現金預金残高 394,898,348

    その他の収入 -

財務活動収支 66,127,180

本年度資金収支額 38,793,874

前年度末資金残高 313,763,945

本年度末資金残高 352,557,819

  財務活動支出 624,272,820

    地方債償還支出 624,272,820

    その他の支出 -

  財務活動収入 690,400,000

    地方債発行収入 690,400,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 7,708,919

    その他の収入 -

投資活動収支 -311,605,150

【財務活動収支】

    貸付金支出 21,220,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 178,945,280

    国県等補助金収入 134,156,361

    基金取崩収入 16,080,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 490,550,430

    公共施設等整備費支出 444,230,430

    基金積立金支出 25,100,000

    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 284,271,844

  業務収入 5,037,255,809

    税収等収入 3,790,292,984

    国県等補助金収入 967,016,914

    使用料及び手数料収入 96,528,733

    その他の収入 183,417,178

    移転費用支出 2,135,066,462

      補助金等支出 1,046,070,911

      社会保障給付支出 466,381,057

      他会計への繰出支出 615,975,079

      その他の支出 6,639,415

    業務費用支出 2,617,917,503

      人件費支出 1,075,791,979

      物件費等支出 1,466,996,270

      支払利息支出 27,237,565

      その他の支出 47,891,689

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 4,752,983,965


