
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 294,438,086,359   固定負債 147,407,575,304

    有形固定資産 280,708,842,762     地方債 107,121,779,969

      事業用資産 84,103,928,570     長期未払金 -

        土地 20,434,123,141     退職手当引当金 6,104,369,000

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

        建物 136,792,011,820     その他 34,172,740,335

        建物減価償却累計額 -78,311,329,771   流動負債 12,980,308,198

        工作物 9,383,514,004     １年内償還予定地方債 9,748,949,914

        工作物減価償却累計額 -6,847,224,724     未払金 1,882,679,191

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,818,882

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 510,457,920

        航空機 -     預り金 827,671,519

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,730,772

        その他 - 負債合計 160,387,883,502

        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 300,812,894,426

      インフラ資産 188,413,248,282   余剰分（不足分） -150,315,665,511

        土地 18,323,332,892

        建物 3,749,523,997

        建物減価償却累計額 -1,559,511,921

        工作物 285,951,471,465

        工作物減価償却累計額 -118,756,014,970

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 704,446,819

      物品 18,175,432,520

      物品減価償却累計額 -9,983,766,610

    無形固定資産 648,081,474

      ソフトウェア 1,788,916

      その他 646,292,558

    投資その他の資産 13,081,162,123

      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 2,142,121,998

      長期貸付金 992,234,722

      基金 5,573,619,763

        減債基金 -

        その他 5,573,619,763

      その他 -

      徴収不能引当金 -120,164,066

  流動資産 16,447,026,058

    現金預金 7,103,353,952

    未収金 1,744,920,846

    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 1,202,165,441

    その他 79,156,593

    徴収不能引当金 -57,378,841 純資産合計 150,497,228,915

資産合計 310,885,112,417 負債及び純資産合計 310,885,112,417

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

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

  経常費用 65,987,303,184

    業務費用 31,279,954,864

      人件費 7,684,403,610

        職員給与費 6,177,080,433

        賞与等引当金繰入額 493,379,498

        退職手当引当金繰入額 119,901,498

        その他 894,042,181

      物件費等 21,725,889,084

        物件費 10,359,887,147

        維持補修費 1,081,125,289

        減価償却費 10,284,876,648

        その他 -

      その他の業務費用 1,869,662,170

        支払利息 856,124,260

        徴収不能引当金繰入額 122,679,988

        その他 890,857,922

    移転費用 34,707,348,320

      補助金等 27,029,457,967

      社会保障給付 7,624,560,632

      他会計への繰出金 -

      その他 53,329,721

  経常収益 5,227,828,480

    使用料及び手数料 3,747,763,361

    その他 1,480,065,119

純経常行政コスト 60,759,474,704

  臨時損失 1,052,654,238

    災害復旧事業費 543,445,261

    資産除売却損 428,345,483

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 7,634,000

    その他 1,548,240

純行政コスト 61,773,435,897

    その他 73,229,494

  臨時利益 38,693,045

    資産売却益 37,144,805



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 154,984,085,971 308,325,091,991 -153,341,006,020

  純行政コスト（△） -61,773,435,897 -61,773,435,897

  財源 58,892,730,019 58,892,730,019

    税収等 37,046,418,664 37,046,418,664

    国県等補助金 21,846,311,355 21,846,311,355

  本年度差額 -2,880,705,878 -2,880,705,878

  固定資産等の変動（内部変動） -5,843,178,635 5,843,178,635

    有形固定資産等の増加 8,007,447,419 -8,007,447,419

    有形固定資産等の減少 -10,594,438,569 10,594,438,569

    貸付金・基金等の増加 2,699,400,816 -2,699,400,816

    貸付金・基金等の減少 -5,955,588,301 5,955,588,301

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 57,273,767 57,273,767

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

  本年度純資産変動額 -4,486,857,056 -7,512,197,565 3,025,340,509

本年度末純資産残高 150,497,228,915 300,812,894,426 -150,315,665,511

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：全体会計 （単位：円）

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 55,493,185,235

    業務費用支出 20,785,836,915

      人件費支出 7,853,565,507

      物件費等支出 11,493,107,731

      支払利息支出 856,124,260

      その他の支出 583,039,417

    移転費用支出 34,707,348,320

      補助金等支出 27,029,457,967

      社会保障給付支出 7,624,560,632

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 53,329,721

  業務収入 61,772,544,639

    税収等収入 36,145,244,277

    国県等補助金収入 20,135,709,699

    使用料及び手数料収入 3,741,481,856

    その他の収入 1,750,108,807

  臨時支出 555,917,316

    災害復旧事業費支出 543,445,261

    その他の支出 12,472,055

  臨時収入 283,914,269

業務活動収支 6,007,356,357

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,007,441,009

    公共施設等整備費支出 6,432,104,540

    基金積立金支出 2,100,175,684

    投資及び出資金支出 13,275,000

    貸付金支出 102,872,000

    その他の支出 359,013,785

  投資活動収入 6,737,814,777

    国県等補助金収入 979,644,815

    基金取崩収入 4,755,143,571

    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 753,058,298

投資活動収支 -2,269,626,232

【財務活動収支】

  財務活動支出 11,407,485,698

    地方債償還支出 11,406,813,698

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 8,883,863,000

    地方債発行収入 8,858,863,000

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 7,103,353,952

    その他の収入 25,000,000

財務活動収支 -2,523,622,698

本年度資金収支額 1,214,107,427

前年度末資金残高 5,166,622,264

本年度末資金残高 6,380,729,691


