
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 112,171,465,013   固定負債 32,803,352,998

    有形固定資産 96,781,352,507     地方債 28,609,330,620

      事業用資産 45,586,659,976     長期未払金 -

        土地 11,083,247,925     退職手当引当金 2,878,092,675

        立木竹 411,953,600     損失補償等引当金 1,166,843,000

        建物 67,572,873,100     その他 149,086,703

        建物減価償却累計額 -36,264,348,784   流動負債 2,661,764,433

        工作物 11,453,514,816     １年内償還予定地方債 2,242,461,466

        工作物減価償却累計額 -9,634,009,873     未払金 7,651

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 1,107,151     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -221,430     賞与等引当金 189,970,110

        航空機 -     預り金 177,309,942

        航空機減価償却累計額 -     その他 52,015,264

        その他 420,500,702 負債合計 35,465,117,431

        その他減価償却累計額 -338,914,930 【純資産の部】

        建設仮勘定 880,957,699   固定資産等形成分 113,930,403,580

      インフラ資産 50,624,511,956   余剰分（不足分） -34,164,293,743

        土地 15,818,622,560

        建物 838,388,330

        建物減価償却累計額 -566,722,471

        工作物 77,852,365,007

        工作物減価償却累計額 -44,411,342,782

        その他 137,583,800

        その他減価償却累計額 -104,843,928

        建設仮勘定 1,060,461,440

      物品 4,315,011,349

      物品減価償却累計額 -3,744,830,774

    無形固定資産 114,936,964

      ソフトウェア 111,530,884

      その他 3,406,080

    投資その他の資産 15,275,175,542

      投資及び出資金 12,851,478,540

        有価証券 31,852,576

        出資金 12,597,736,593

        その他 221,889,371

      投資損失引当金 -40,500,000

      長期延滞債権 117,209,855

      長期貸付金 108,192,000

      基金 2,249,143,697

        減債基金 336,866,401

        その他 1,912,277,296

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,348,550

  流動資産 3,059,762,255

    現金預金 942,638,311

    未収金 358,753,574

    短期貸付金 14,016,000

    基金 1,744,922,567

      財政調整基金 1,544,922,567

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -568,197 純資産合計 79,766,109,837

資産合計 115,231,227,268 負債及び純資産合計 115,231,227,268

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 （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 18,818,532,118

    業務費用 10,651,079,936

      人件費 2,421,942,283

        職員給与費 2,159,828,369

        賞与等引当金繰入額 189,970,110

        退職手当引当金繰入額 -48,825,047

        その他 120,968,851

      物件費等 7,980,241,950

        物件費 4,026,159,432

        維持補修費 303,254,681

        減価償却費 3,650,827,837

        その他 -

      その他の業務費用 248,895,703

        支払利息 154,978,449

        徴収不能引当金繰入額 3,954,496

        その他 89,962,758

    移転費用 8,167,452,182

      補助金等 4,988,680,943

      社会保障給付 1,921,315,034

      他会計への繰出金 854,497,999

      その他 402,958,206

  経常収益 667,480,646

    使用料及び手数料 292,884,432

    その他 374,596,214

純経常行政コスト 18,151,051,472

  臨時損失 510,279,343

    災害復旧事業費 90,650,020

    資産除売却損 60,929,694

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 358,693,000

    その他 -

純行政コスト 18,652,092,193

    その他 6,629

  臨時利益 9,238,622

    資産売却益 9,238,622



【様式第3号】

会計：一般会計 （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 98,063,716,251 131,213,380,199 -33,149,663,948

  純行政コスト（△） -18,652,092,193 -18,652,092,193

  財源 16,648,368,871 16,648,368,871

    税収等 13,413,843,714 13,413,843,714

    国県等補助金 3,234,525,157 3,234,525,157

  本年度差額 -2,003,723,322 -2,003,723,322

  固定資産等の変動（内部変動） -1,017,672,527 1,017,672,527

    有形固定資産等の増加 2,694,916,310 -2,694,916,310

    有形固定資産等の減少 -3,718,792,532 3,718,792,532

    貸付金・基金等の増加 879,274,711 -879,274,711

    貸付金・基金等の減少 -873,071,016 873,071,016

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,265,304,092 -16,265,304,092

  その他 -28,579,000 - -28,579,000

  本年度純資産変動額 -18,297,606,414 -17,282,976,619 -1,014,629,795

本年度末純資産残高 79,766,109,837 113,930,403,580 -34,164,293,743

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 （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 15,199,315,319

    業務費用支出 7,031,863,137

      人件費支出 2,457,408,287

      物件費等支出 4,329,414,113

      支払利息支出 154,978,449

      その他の支出 90,062,288

    移転費用支出 8,167,452,182

      補助金等支出 4,988,680,943

      社会保障給付支出 1,921,315,034

      他会計への繰出支出 854,497,999

      その他の支出 402,958,206

  業務収入 16,348,898,476

    税収等収入 13,412,460,985

    国県等補助金収入 2,266,370,329

    使用料及び手数料収入 293,913,265

    その他の収入 376,153,897

  臨時支出 90,650,020

    災害復旧事業費支出 90,650,020

    その他の支出 -

  臨時収入 40,828,000

業務活動収支 1,099,761,137

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,380,331,425

    公共施設等整備費支出 2,510,528,423

    基金積立金支出 44,400,002

    投資及び出資金支出 464,163,000

    貸付金支出 361,240,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,902,737,415

    国県等補助金収入 1,013,399,405

    基金取崩収入 514,368,387

    貸付金元金回収収入 358,696,000

    資産売却収入 16,273,623

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,477,594,010

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,135,097,298

    地方債償還支出 2,135,097,298

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,548,572,000

    地方債発行収入 2,548,572,000

前年度末歳計外現金残高 173,106,593

本年度歳計外現金増減額 4,203,349

本年度末歳計外現金残高 177,309,942

本年度末現金預金残高 942,638,311

    その他の収入 -

財務活動収支 413,474,702

本年度資金収支額 35,641,829

前年度末資金残高 729,686,540

本年度末資金残高 765,328,369


