
【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 16,358,191,439   固定負債 4,644,696,307

    有形固定資産 12,875,280,077     地方債 3,299,230,307

      事業用資産 10,707,606,879     長期未払金 -

        土地 4,322,456,047     退職手当引当金 1,345,466,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,791,375,966     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,917,865,325   流動負債 735,960,252

        工作物 1,346,454,440     １年内償還予定地方債 678,544,099

        工作物減価償却累計額 -847,195,201     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 51,824,048

        航空機 -     預り金 5,592,105

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,770,502 負債合計 5,380,656,559

        その他減価償却累計額 -1,649,550 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,260,000   固定資産等形成分 19,244,988,439

      インフラ資産 2,041,166,414   余剰分（不足分） -4,905,475,746

        土地 135,964,826

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -239,678,021

        工作物 15,649,670,943

        工作物減価償却累計額 -14,145,173,930

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -5,188,190

        建設仮勘定 18,480,000

      物品 742,728,698

      物品減価償却累計額 -616,221,914

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,482,911,362

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,353,644

      長期貸付金 5,370,000

      基金 3,352,733,572

        減債基金 -

        その他 3,352,733,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,120,854

  流動資産 3,361,977,813

    現金預金 471,116,424

    未収金 4,064,389

    短期貸付金 -

    基金 2,886,797,000

      財政調整基金 2,296,309,000

      減債基金 590,488,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 14,339,512,693

資産合計 19,720,169,252 負債及び純資産合計 19,720,169,252

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 4,045,488,179

    その他 -

  臨時利益 283,665,463

    資産売却益 283,665,463

    資産除売却損 359,787,577

    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 3,969,366,065

  臨時損失 359,787,577

    災害復旧事業費 -

  経常収益 136,626,261

    使用料及び手数料 58,622,159

    その他 78,004,102

      社会保障給付 369,916,343

      他会計への繰出金 597,331,132

      その他 10,208,080

        その他 17,014,314

    移転費用 1,668,774,232

      補助金等 691,318,677

      その他の業務費用 40,279,966

        支払利息 22,152,141

        徴収不能引当金繰入額 1,113,511

        維持補修費 87,443,868

        減価償却費 521,586,022

        その他 4,786,680

        その他 54,620,790

      物件費等 1,592,385,094

        物件費 978,568,524

        職員給与費 679,698,196

        賞与等引当金繰入額 51,824,048

        退職手当引当金繰入額 18,410,000

  経常費用 4,105,992,326

    業務費用 2,437,218,094

      人件費 804,553,034

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 13,837,467,810 19,138,404,370 -5,300,936,560

  純行政コスト（△） -4,045,488,179 -4,045,488,179

  財源 4,547,215,156 4,547,215,156

    税収等 4,063,439,350 4,063,439,350

    国県等補助金 483,775,806 483,775,806

  本年度差額 501,726,977 501,726,977

  固定資産等の変動（内部変動） 106,266,163 -106,266,163

    有形固定資産等の増加 816,819,891 -816,819,891

    有形固定資産等の減少 -1,513,102,361 1,513,102,361

    貸付金・基金等の増加 887,663,094 -887,663,094

    貸付金・基金等の減少 -85,114,461 85,114,461

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 317,906 317,906

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 502,044,883 106,584,069 395,460,814

本年度末純資産残高 14,339,512,693 19,244,988,439 -4,905,475,746

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 6,885,987

本年度歳計外現金増減額 -1,293,882

本年度末歳計外現金残高 5,592,105

本年度末現金預金残高 471,116,424

    その他の収入 -

財務活動収支 -456,569,063

本年度資金収支額 -41,649,647

前年度末資金残高 507,173,966

本年度末資金残高 465,524,319

  財務活動支出 739,269,063

    地方債償還支出 739,269,063

    その他の支出 -

  財務活動収入 282,700,000

    地方債発行収入 282,700,000

    貸付金元金回収収入 560,000

    資産売却収入 420,954,900

    その他の収入 -

投資活動収支 -612,443,666

【財務活動収支】

    貸付金支出 240,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 592,769,900

    国県等補助金収入 92,856,000

    基金取崩収入 78,399,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,205,213,566

    公共施設等整備費支出 322,380,566

    基金積立金支出 882,593,000

    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 1,027,363,082

  業務収入 4,590,766,842

    税収等収入 4,063,220,775

    国県等補助金収入 390,919,806

    使用料及び手数料収入 58,622,159

    その他の収入 78,004,102

    移転費用支出 1,668,774,232

      補助金等支出 691,318,677

      社会保障給付支出 369,916,343

      他会計への繰出支出 597,331,132

      その他の支出 10,208,080

    業務費用支出 1,894,629,528

      人件費支出 784,664,001

      物件費等支出 1,078,566,997

      支払利息支出 22,152,141

      その他の支出 9,246,389

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 3,563,403,760


