
【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 234,941,872,861   固定負債 31,900,178,339

    有形固定資産 217,077,326,815     地方債 24,815,563,320

      事業用資産 88,999,746,277     長期未払金 -

        土地 48,812,144,478     退職手当引当金 6,984,651,615

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 125,862,665,725     その他 99,963,404

        建物減価償却累計額 -88,119,263,975   流動負債 5,181,185,065

        工作物 3,530,540,031     １年内償還予定地方債 4,138,201,642

        工作物減価償却累計額 -2,038,260,015     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 443,896,754

        航空機 -     預り金 487,360,003

        航空機減価償却累計額 -     その他 111,726,666

        その他 629,167,326 負債合計 37,081,363,404

        その他減価償却累計額 -388,468,036 【純資産の部】

        建設仮勘定 711,220,743   固定資産等形成分 246,694,393,027

      インフラ資産 126,985,189,946   余剰分（不足分） -33,308,204,532

        土地 45,420,526,974

        建物 747,476,483

        建物減価償却累計額 -321,467,770

        工作物 232,272,120,236

        工作物減価償却累計額 -151,668,614,303

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 535,148,326

      物品 4,010,644,659

      物品減価償却累計額 -2,918,254,067

    無形固定資産 145,075,684

      ソフトウェア 145,075,320

      その他 364

    投資その他の資産 17,719,470,362

      投資及び出資金 590,597,488

        有価証券 -

        出資金 590,597,488

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 424,651,090

      長期貸付金 13,936,000

      基金 16,747,422,951

        減債基金 5,540,636,242

        その他 11,206,786,709

      その他 -

      徴収不能引当金 -57,137,167

  流動資産 15,525,679,038

    現金預金 3,545,199,031

    未収金 230,802,871

    短期貸付金 2,142,000

    基金 11,750,378,166

      財政調整基金 11,750,378,166

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,843,030 純資産合計 213,386,188,495

資産合計 250,467,551,899 負債及び純資産合計 250,467,551,899

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 39,976,282,223

    その他 -

  臨時利益 78,695,601

    資産売却益 78,695,601

    資産除売却損 19,684,915

    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 40,035,292,909

  臨時損失 19,684,915

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,295,819,007

    使用料及び手数料 487,158,556

    その他 808,660,451

      社会保障給付 8,646,010,280

      他会計への繰出金 5,056,614,839

      その他 8,070,153

        その他 223,354,110

    移転費用 17,004,264,011

      補助金等 3,293,568,739

      その他の業務費用 385,257,596

        支払利息 101,923,289

        徴収不能引当金繰入額 59,980,197

        維持補修費 850,501,492

        減価償却費 8,053,883,429

        その他 -

        その他 1,275,376,870

      物件費等 16,138,212,765

        物件費 7,233,827,844

        職員給与費 5,849,153,518

        賞与等引当金繰入額 443,896,754

        退職手当引当金繰入額 234,950,402

  経常費用 41,331,111,916

    業務費用 24,326,847,905

      人件費 7,803,377,544

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 213,323,301,664 250,223,563,227 -36,900,261,563

  純行政コスト（△） -39,976,282,223 -39,976,282,223

  財源 40,058,996,364 40,058,996,364

    税収等 30,492,382,081 30,492,382,081

    国県等補助金 9,566,614,283 9,566,614,283

  本年度差額 82,714,141 82,714,141

  固定資産等の変動（内部変動） -3,509,342,890 3,509,342,890

    有形固定資産等の増加 4,226,364,033 -4,226,364,033

    有形固定資産等の減少 -8,083,021,472 8,083,021,472

    貸付金・基金等の増加 3,240,612,676 -3,240,612,676

    貸付金・基金等の減少 -2,893,298,127 2,893,298,127

  資産評価差額 -19,827,310 -19,827,310

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 62,886,831 -3,529,170,200 3,592,057,031

本年度末純資産残高 213,386,188,495 246,694,393,027 -33,308,204,532

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 483,341,763

本年度歳計外現金増減額 4,018,240

本年度末歳計外現金残高 487,360,003

本年度末現金預金残高 3,545,199,031

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,791,270,976

本年度資金収支額 604,777,613

前年度末資金残高 2,453,061,415

本年度末資金残高 3,057,839,028

  財務活動支出 4,284,870,976

    地方債償還支出 4,155,190,816

    その他の支出 129,680,160

  財務活動収入 1,493,600,000

    地方債発行収入 1,493,600,000

    貸付金元金回収収入 320,000,000

    資産売却収入 88,148,729

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,900,988,950

【財務活動収支】

    貸付金支出 320,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,195,298,636

    国県等補助金収入 1,594,515,907

    基金取崩収入 2,192,634,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,096,287,586

    公共施設等整備費支出 4,223,188,833

    基金積立金支出 2,553,098,753

    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 6,297,037,539

  業務収入 39,722,053,984

    税収等収入 30,484,129,575

    国県等補助金収入 7,972,098,376

    使用料及び手数料収入 487,377,893

    その他の収入 778,448,140

    移転費用支出 17,004,264,011

      補助金等支出 3,293,568,739

      社会保障給付支出 8,646,010,280

      他会計への繰出支出 5,056,614,839

      その他の支出 8,070,153

    業務費用支出 16,420,752,434

      人件費支出 8,011,165,280

      物件費等支出 8,084,329,336

      支払利息支出 101,923,289

      その他の支出 223,334,529

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 33,425,016,445


