
【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 190,503,876,665   固定負債 73,901,640,359

    有形固定資産 179,142,749,760     地方債 68,040,759,359

      事業用資産 84,061,094,692     長期未払金 -

        土地 20,391,289,264     退職手当引当金 5,851,971,000

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 8,686,000

        建物 136,646,795,620     その他 224,000

        建物減価償却累計額 -78,166,113,572   流動負債 7,123,164,795

        工作物 9,383,514,004     １年内償還予定地方債 5,947,043,397

        工作物減価償却累計額 -6,847,224,724     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 451,632,271

        航空機 -     預り金 722,624,261

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,864,866

        その他 - 負債合計 81,024,805,154

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,098,204,720   固定資産等形成分 196,878,684,732

      インフラ資産 94,687,502,228   余剰分（不足分） -77,882,912,927

        土地 14,952,107,359

        建物 1,828,874,688

        建物減価償却累計額 -1,045,902,068

        工作物 173,179,687,658

        工作物減価償却累計額 -94,787,725,570

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 560,460,161

      物品 3,600,137,462

      物品減価償却累計額 -3,205,984,622

    無形固定資産 4,634,466

      ソフトウェア 1,788,916

      その他 2,845,550

    投資その他の資産 11,356,492,439

      投資及び出資金 4,527,495,732

        有価証券 69,706,000

        出資金 4,457,789,732

        その他 -

      投資損失引当金 -34,146,026

      長期延滞債権 2,026,038,609

      長期貸付金 992,234,722

      基金 3,941,045,567

        減債基金 -

        その他 3,941,045,567

      その他 -

      徴収不能引当金 -96,176,165

  流動資産 9,516,700,294

    現金預金 1,828,481,823

    未収金 134,522,926

    短期貸付金 110,143,510

    基金 6,264,664,557

      財政調整基金 5,620,187,508

      減債基金 644,477,049

    棚卸資産 1,191,329,551

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,442,073 純資産合計 118,995,771,805

資産合計 200,020,576,959 負債及び純資産合計 200,020,576,959

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 1,278,591

純行政コスト 43,230,770,376

    その他 60,757,439

  臨時利益 38,423,396

    資産売却益 37,144,805

    資産除売却損 375,302,022

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 7,634,000

純経常行政コスト 42,282,055,050

  臨時損失 987,138,722

    災害復旧事業費 543,445,261

  経常収益 1,580,808,276

    使用料及び手数料 499,275,318

    その他 1,081,532,958

      社会保障給付 7,614,474,883

      他会計への繰出金 2,887,567,713

      その他 52,807,875

        その他 696,691,542

    移転費用 19,479,229,392

      補助金等 8,924,378,921

      その他の業務費用 1,114,240,288

        支払利息 321,697,097

        徴収不能引当金繰入額 95,851,649

        維持補修費 998,032,126

        減価償却費 6,737,680,349

        その他 -

        その他 829,602,881

      物件費等 16,200,190,638

        物件費 8,464,478,163

        職員給与費 5,677,177,865

        賞与等引当金繰入額 451,632,271

        退職手当引当金繰入額 110,789,991

  経常費用 43,862,863,326

    業務費用 24,383,633,934

      人件費 7,069,203,008

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 124,778,345,740 204,495,712,844 -79,717,367,104

  純行政コスト（△） -43,230,770,376 -43,230,770,376

  財源 39,115,905,605 39,115,905,605

    税収等 29,064,324,712 29,064,324,712

    国県等補助金 10,051,580,893 10,051,580,893

  本年度差額 -4,114,864,771 -4,114,864,771

  固定資産等の変動（内部変動） -5,886,451,196 5,886,451,196

    有形固定資産等の増加 4,803,232,634 -4,803,232,634

    有形固定資産等の減少 -6,991,266,054 6,991,266,054

    貸付金・基金等の増加 2,245,589,603 -2,245,589,603

    貸付金・基金等の減少 -5,944,007,379 5,944,007,379

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,284,219 -4,284,219

  その他 -1,663,424,945 -1,726,292,697 62,867,752

  本年度純資産変動額 -5,782,573,935 -7,617,028,112 1,834,454,177

本年度末純資産残高 118,995,771,805 196,878,684,732 -77,882,912,927

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 1,026,370,178

本年度歳計外現金増減額 -303,745,917

本年度末歳計外現金残高 722,624,261

本年度末現金預金残高 1,828,481,823

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -1,376,664,192

本年度資金収支額 409,109,731

前年度末資金残高 696,747,831

本年度末資金残高 1,105,857,562

  財務活動支出 8,106,527,192

    地方債償還支出 8,105,855,192

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 6,729,863,000

    地方債発行収入 6,704,863,000

    貸付金元金回収収入 200,865,781

    資産売却収入 49,102,312

    その他の収入 106,201,781

投資活動収支 -802,466,345

【財務活動収支】

    貸付金支出 102,872,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,763,277,760

    国県等補助金収入 651,964,315

    基金取崩収入 4,755,143,571

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,565,744,105

    公共施設等整備費支出 4,803,232,634

    基金積立金支出 1,646,364,471

    投資及び出資金支出 13,275,000

  臨時支出 543,445,261

    災害復旧事業費支出 543,445,261

    その他の支出 -

  臨時収入 283,502,620

業務活動収支 2,588,240,268

  業務収入 39,878,253,107

    税収等収入 28,954,668,050

    国県等補助金収入 9,091,113,958

    使用料及び手数料収入 488,783,327

    その他の収入 1,343,687,772

    移転費用支出 19,479,229,392

      補助金等支出 8,924,378,921

      社会保障給付支出 7,614,474,883

      他会計への繰出支出 2,887,567,713

      その他の支出 52,807,875

    業務費用支出 17,550,840,806

      人件費支出 7,304,472,892

      物件費等支出 9,596,184,113

      支払利息支出 321,697,097

      その他の支出 328,486,704

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 37,030,070,198


