
【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 13,051,908,751   固定負債 2,668,436,209

    有形固定資産 12,600,133,166     地方債 2,607,217,668

      事業用資産 5,550,993,424     長期未払金 -

        土地 1,931,321,651     退職手当引当金 61,218,541

        立木竹 47,483,105     損失補償等引当金 -

        建物 8,668,030,793     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,278,694,176   流動負債 767,929,000

        工作物 1,014,795,845     １年内償還予定地方債 302,046,000

        工作物減価償却累計額 -831,943,794     未払金 72,400

        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 38,791,000

        航空機 -     預り金 427,019,600

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,436,365,209

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 15,085,496,309

      インフラ資産 6,917,266,108   余剰分（不足分） -2,721,948,604

        土地 969,691,024

        建物 17,001,865

        建物減価償却累計額 -17,001,860

        工作物 17,980,750,552

        工作物減価償却累計額 -12,033,175,473

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 697,093,258

      物品減価償却累計額 -565,219,624

    無形固定資産 7,139,124

      ソフトウェア 7,139,124

      その他 -

    投資その他の資産 444,636,461

      投資及び出資金 390,872,702

        有価証券 4,035,702

        出資金 386,837,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 18,896,978

      長期貸付金 -

      基金 38,131,781

        減債基金 -

        その他 38,131,781

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,265,000

  流動資産 2,748,004,163

    現金預金 684,216,933

    未収金 30,357,672

    短期貸付金 -

    基金 2,033,587,558

      財政調整基金 2,031,008,145

      減債基金 2,579,413

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -158,000 純資産合計 12,363,547,705

資産合計 15,799,912,914 負債及び純資産合計 15,799,912,914

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 2,961,305,066

    その他 -

  臨時利益 107,386,691

    資産売却益 107,386,691

    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 3,068,691,757

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 526,996,309

    使用料及び手数料 80,606,694

    その他 446,389,615

      社会保障給付 674,304,816

      他会計への繰出金 371,722,536

      その他 2,520,181

        その他 9,331,280

    移転費用 1,706,583,103

      補助金等 658,035,570

      その他の業務費用 35,817,764

        支払利息 26,634,484

        徴収不能引当金繰入額 -148,000

        維持補修費 90,430,087

        減価償却費 557,981,663

        その他 -

        その他 36,867,551

      物件費等 1,319,238,059

        物件費 670,826,309

        職員給与費 458,390,589

        賞与等引当金繰入額 38,791,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,595,688,066

    業務費用 1,889,104,963

      人件費 534,049,140

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 12,219,179,749 15,105,162,159 -2,885,982,410

  純行政コスト（△） -2,961,305,066 -2,961,305,066

  財源 3,283,696,002 3,283,696,002

    税収等 2,563,440,354 2,563,440,354

    国県等補助金 720,255,648 720,255,648

  本年度差額 322,390,936 322,390,936

  固定資産等の変動（内部変動） -19,665,850 -158,357,130

    有形固定資産等の増加 441,346,738 -441,346,738

    有形固定資産等の減少 -557,981,663 557,981,663

    貸付金・基金等の増加 212,927,075 -390,950,055

    貸付金・基金等の減少 -115,958,000 115,958,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 144,367,956 -19,665,850 164,033,806

本年度末純資産残高 12,363,547,705 15,085,496,309 -2,721,948,604

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 619,346,475

本年度歳計外現金増減額 -192,326,875

本年度末歳計外現金残高 427,019,600

本年度末現金預金残高 684,216,933

    その他の収入 -

財務活動収支 122,476,668

本年度資金収支額 240,693,333

前年度末資金残高 16,504,000

本年度末資金残高 257,197,333

  財務活動支出 289,623,332

    地方債償還支出 289,623,332

    その他の支出 -

  財務活動収入 412,100,000

    地方債発行収入 412,100,000

    貸付金元金回収収入 16,750,000

    資産売却収入 107,386,691

    その他の収入 -

投資活動収支 -221,553,911

【財務活動収支】

    貸付金支出 16,750,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 255,248,691

    国県等補助金収入 31,904,000

    基金取崩収入 99,208,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 476,802,602

    公共施設等整備費支出 441,346,738

    基金積立金支出 18,705,864

    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 339,770,576

  業務収入 3,374,670,477

    税収等収入 2,564,573,062

    国県等補助金収入 665,285,648

    使用料及び手数料収入 80,460,749

    その他の収入 64,351,018

    移転費用支出 1,706,583,103

      補助金等支出 658,035,570

      社会保障給付支出 674,304,816

      他会計への繰出支出 371,722,536

      その他の支出 2,520,181

    業務費用支出 1,328,316,798

      人件費支出 530,790,140

      物件費等支出 761,256,396

      支払利息支出 26,634,484

      その他の支出 9,635,778

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 3,034,899,901


