
【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 109,434,967,583   固定負債 28,066,502,668

    有形固定資産 99,661,297,630     地方債 23,360,404,624

      事業用資産 36,672,914,059     長期未払金 -

        土地 15,349,029,343     退職手当引当金 2,833,788,177

        立木竹 -     損失補償等引当金 1,839,671,000

        建物 51,270,171,063     その他 32,638,867

        建物減価償却累計額 -32,212,244,983   流動負債 3,163,059,997

        工作物 1,620,180,243     １年内償還予定地方債 2,894,592,646

        工作物減価償却累計額 -524,940,237     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 210,587,867

        航空機 -     預り金 34,358,629

        航空機減価償却累計額 -     その他 23,520,855

        その他 135,132,398 負債合計 31,229,562,665

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,035,586,232   固定資産等形成分 110,934,688,055

      インフラ資産 61,799,586,304   余剰分（不足分） -30,692,435,710

        土地 14,591,467,787

        建物 555,689,400

        建物減価償却累計額 -328,484,287

        工作物 103,563,978,548

        工作物減価償却累計額 -57,531,830,270

        その他 1,339,400,262

        その他減価償却累計額 -745,696,776

        建設仮勘定 355,061,640

      物品 7,121,501,924

      物品減価償却累計額 -5,932,704,657

    無形固定資産 46,189,603

      ソフトウェア 41,066,099

      その他 5,123,504

    投資その他の資産 9,727,480,350

      投資及び出資金 5,394,568,158

        有価証券 3,976,520

        出資金 5,390,591,638

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 209,465,116

      長期貸付金 637,322

      基金 4,130,022,131

        減債基金 931,964,000

        その他 3,198,058,131

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,212,377

  流動資産 2,036,847,427

    現金預金 483,383,781

    未収金 19,855,159

    短期貸付金 703,472

    基金 1,499,017,000

      財政調整基金 1,499,017,000

      減債基金 -

    棚卸資産 34,593,750

    その他 -

    徴収不能引当金 -705,735 純資産合計 80,242,252,345

資産合計 111,471,815,010 負債及び純資産合計 111,471,815,010

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 260,537,645

純行政コスト 17,285,717,092

    その他 -

  臨時利益 263,841,068

    資産売却益 3,303,423

    資産除売却損 288,448,982

    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 16,907,811,903

  臨時損失 641,746,257

    災害復旧事業費 353,297,275

  経常収益 472,411,698

    使用料及び手数料 311,567,475

    その他 160,844,223

      社会保障給付 2,178,641,690

      他会計への繰出金 1,912,686,772

      その他 32,067,337

        その他 75,583,359

    移転費用 7,025,132,258

      補助金等 2,901,736,459

      その他の業務費用 238,136,404

        支払利息 154,634,933

        徴収不能引当金繰入額 7,918,112

        維持補修費 304,729,586

        減価償却費 3,570,428,272

        その他 -

        その他 691,731,610

      物件費等 6,290,743,705

        物件費 2,415,585,847

        職員給与費 2,389,975,449

        賞与等引当金繰入額 210,587,867

        退職手当引当金繰入額 533,916,308

  経常費用 17,380,223,601

    業務費用 10,355,091,343

      人件費 3,826,211,234

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 81,758,066,018 113,099,954,006 -31,341,887,988

  純行政コスト（△） -17,285,717,092 -17,285,717,092

  財源 15,832,932,625 15,832,932,625

    税収等 12,095,468,650 12,095,468,650

    国県等補助金 3,737,463,975 3,737,463,975

  本年度差額 -1,452,784,467 -1,452,784,467

  固定資産等の変動（内部変動） -2,102,236,745 2,102,236,745

    有形固定資産等の増加 1,861,937,351 -1,861,937,351

    有形固定資産等の減少 -3,622,511,321 3,622,511,321

    貸付金・基金等の増加 1,599,396,814 -1,599,396,814

    貸付金・基金等の減少 -1,941,059,589 1,941,059,589

  資産評価差額 -22,320 -22,320

  無償所管換等 -64,758,696 -64,758,696

  その他 1,751,810 1,751,810 -

  本年度純資産変動額 -1,515,813,673 -2,165,265,951 649,452,278

本年度末純資産残高 80,242,252,345 110,934,688,055 -30,692,435,710

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 33,962,212

本年度歳計外現金増減額 396,417

本年度末歳計外現金残高 34,358,629

本年度末現金預金残高 483,383,781

    その他の収入 -

財務活動収支 -313,433,964

本年度資金収支額 229,597,662

前年度末資金残高 219,427,490

本年度末資金残高 449,025,152

  財務活動支出 3,029,033,964

    地方債償還支出 2,985,391,782

    その他の支出 43,642,182

  財務活動収入 2,715,600,000

    地方債発行収入 2,715,600,000

    貸付金元金回収収入 4,139,640

    資産売却収入 3,332,190

    その他の収入 1,675,312

投資活動収支 -938,376,682

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,771,390

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,358,580,269

    国県等補助金収入 558,766,127

    基金取崩収入 1,790,667,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,296,956,951

    公共施設等整備費支出 1,840,650,551

    基金積立金支出 1,111,935,010

    投資及び出資金支出 342,600,000

  臨時支出 589,691,975

    災害復旧事業費支出 353,297,275

    その他の支出 236,394,700

  臨時収入 213,803,517

業務活動収支 1,481,408,308

  業務収入 15,531,944,720

    税収等収入 12,103,482,594

    国県等補助金収入 2,966,405,019

    使用料及び手数料収入 313,471,542

    その他の収入 148,585,565

    移転費用支出 7,025,132,258

      補助金等支出 2,901,736,459

      社会保障給付支出 2,178,641,690

      他会計への繰出支出 1,912,686,772

      その他の支出 32,067,337

    業務費用支出 6,649,515,696

      人件費支出 3,689,603,221

      物件費等支出 2,805,277,542

      支払利息支出 154,634,933

      その他の支出 -

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 13,674,647,954


