
【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 30,175,513,989   固定負債 7,827,153,646

    有形固定資産 28,607,056,602     地方債 5,639,977,093

      事業用資産 10,882,675,688     長期未払金 -

        土地 5,095,868,980     退職手当引当金 940,992,000

        立木竹 215,862,864     損失補償等引当金 1,120,911,000

        建物 14,555,133,075     その他 125,273,553

        建物減価償却累計額 -9,405,851,153   流動負債 792,637,844

        工作物 1,405,914,100     １年内償還予定地方債 674,694,103

        工作物減価償却累計額 -1,139,908,178     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 65,027,319

        航空機 -     預り金 9,313,730

        航空機減価償却累計額 -     その他 43,602,692

        その他 - 負債合計 8,619,791,490

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 155,656,000   固定資産等形成分 31,325,221,818

      インフラ資産 17,467,420,272   余剰分（不足分） -8,574,725,307

        土地 2,023,272,043

        建物 193,141,400

        建物減価償却累計額 -85,624,114

        工作物 38,528,645,571

        工作物減価償却累計額 -23,193,792,628

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,778,000

      物品 1,053,067,698

      物品減価償却累計額 -796,107,056

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,568,457,387

      投資及び出資金 139,314,001

        有価証券 -

        出資金 139,314,001

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 45,031,146

      長期貸付金 28,103,200

      基金 1,358,392,168

        減債基金 423,596,587

        その他 934,795,581

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,383,128

  流動資産 1,194,774,012

    現金預金 35,155,381

    未収金 10,483,209

    短期貸付金 7,201,650

    基金 1,142,506,179

      財政調整基金 1,142,506,179

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -572,407 純資産合計 22,750,496,511

資産合計 31,370,288,001 負債及び純資産合計 31,370,288,001

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 70,458,000

純行政コスト 5,392,801,094

    その他 -

  臨時利益 70,657,998

    資産売却益 199,998

    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 5,430,693,932

  臨時損失 32,765,160

    災害復旧事業費 32,765,160

  経常収益 378,914,866

    使用料及び手数料 85,644,565

    その他 293,270,301

      社会保障給付 410,346,199

      他会計への繰出金 360,311,240

      その他 7,106,995

        その他 4,946,434

    移転費用 1,863,194,903

      補助金等 1,085,430,469

      その他の業務費用 42,734,571

        支払利息 35,357,114

        徴収不能引当金繰入額 2,431,023

        維持補修費 129,698,214

        減価償却費 1,196,865,110

        その他 -

        その他 310,623,130

      物件費等 2,658,833,812

        物件費 1,332,270,488

        職員給与費 869,195,063

        賞与等引当金繰入額 65,027,319

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,809,608,798

    業務費用 3,946,413,895

      人件費 1,244,845,512

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 22,989,153,981 31,839,543,416 -8,850,389,435

  純行政コスト（△） -5,392,801,094 -5,392,801,094

  財源 5,153,639,722 5,153,639,722

    税収等 4,242,996,532 4,242,996,532

    国県等補助金 910,643,190 910,643,190

  本年度差額 -239,161,372 -239,161,372

  固定資産等の変動（内部変動） -514,825,500 514,825,500

    有形固定資産等の増加 804,857,756 -804,857,756

    有形固定資産等の減少 -1,457,986,110 1,457,986,110

    貸付金・基金等の増加 189,157,594 -189,157,594

    貸付金・基金等の減少 -50,854,740 50,854,740

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 503,902 503,902

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -238,657,470 -514,321,598 275,664,128

本年度末純資産残高 22,750,496,511 31,325,221,818 -8,574,725,307

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 9,230,810

本年度歳計外現金増減額 82,920

本年度末歳計外現金残高 9,313,730

本年度末現金預金残高 35,155,381

    その他の収入 -

財務活動収支 -219,883,441

本年度資金収支額 -20,112,520

前年度末資金残高 45,954,171

本年度末資金残高 25,841,651

  財務活動支出 734,602,441

    地方債償還支出 688,814,055

    その他の支出 45,788,386

  財務活動収入 514,719,000

    地方債発行収入 514,719,000

    貸付金元金回収収入 40,238,100

    資産売却収入 200,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -291,045,466

【財務活動収支】

    貸付金支出 36,472,000

    その他の支出 160,000

  投資活動収入 290,052,340

    国県等補助金収入 249,432,000

    基金取崩収入 182,240

【投資活動収支】

  投資活動支出 581,097,806

    公共施設等整備費支出 404,287,818

    基金積立金支出 140,177,988

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 32,765,160

    災害復旧事業費支出 32,765,160

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 490,816,387

  業務収入 5,130,852,306

    税収等収入 4,239,278,550

    国県等補助金収入 661,211,190

    使用料及び手数料収入 84,518,265

    その他の収入 145,844,301

    移転費用支出 1,863,194,903

      補助金等支出 1,085,430,469

      社会保障給付支出 410,346,199

      他会計への繰出支出 360,311,240

      その他の支出 7,106,995

    業務費用支出 2,744,075,856

      人件費支出 1,241,963,606

      物件費等支出 1,461,968,702

      支払利息支出 35,357,114

      その他の支出 4,786,434

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 4,607,270,759


