
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 43,940,222,528   固定負債 6,387,406,837

    有形固定資産 37,659,961,302     地方債 5,421,466,332

      事業用資産 11,059,692,745     長期未払金 -

        土地 3,761,363,079     退職手当引当金 911,430,853

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,723,845,166     その他 54,509,652

        建物減価償却累計額 -7,675,524,676   流動負債 953,999,235

        工作物 1,761,711,512     １年内償還予定地方債 761,153,751

        工作物減価償却累計額 -1,555,340,190     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 85,509,903

        航空機 -     預り金 99,985,965

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,349,616

        その他 - 負債合計 7,341,406,072

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 43,637,854   固定資産等形成分 46,900,584,314

      インフラ資産 26,527,160,002   余剰分（不足分） -6,715,979,155

        土地 8,686,194,538

        建物 168,492,321

        建物減価償却累計額 -32,454,051

        工作物 38,416,801,832

        工作物減価償却累計額 -20,772,678,201

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 60,803,563

      物品 744,546,325

      物品減価償却累計額 -671,437,770

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,280,261,226

      投資及び出資金 3,199,808,210

        有価証券 -

        出資金 3,199,808,210

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 202,105,210

      長期貸付金 -

      基金 2,889,281,698

        減債基金 1,361,762,761

        その他 1,527,518,937

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,933,892

  流動資産 3,585,788,703

    現金預金 559,767,351

    未収金 69,414,913

    短期貸付金 -

    基金 2,960,361,786

      財政調整基金 2,960,361,786

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,755,347 純資産合計 40,184,605,159

資産合計 47,526,011,231 負債及び純資産合計 47,526,011,231

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,783,268,333

    その他 -

  臨時利益 7,549,313

    資産売却益 7,549,313

    資産除売却損 16,155,699

    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 9,774,661,947

  臨時損失 16,155,699

    災害復旧事業費 -

  経常収益 213,233,650

    使用料及び手数料 61,019,297

    その他 152,214,353

      社会保障給付 1,341,636,636

      他会計への繰出金 1,357,050,720

      その他 868,271

        その他 167,173,469

    移転費用 4,448,902,273

      補助金等 1,749,346,646

      その他の業務費用 224,755,641

        支払利息 46,648,280

        徴収不能引当金繰入額 10,933,892

        維持補修費 186,089,547

        減価償却費 1,138,240,463

        その他 -

        その他 484,870,903

      物件費等 3,779,651,575

        物件費 2,455,321,565

        職員給与費 964,205,302

        賞与等引当金繰入額 85,509,903

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,987,895,597

    業務費用 5,538,993,324

      人件費 1,534,586,108

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 40,564,788,737 48,020,583,902 -7,455,795,165

  純行政コスト（△） -9,783,268,333 -9,783,268,333

  財源 9,406,160,444 9,406,160,444

    税収等 7,492,863,981 7,492,863,981

    国県等補助金 1,913,296,463 1,913,296,463

  本年度差額 -377,107,889 -377,107,889

  固定資産等の変動（内部変動） -1,116,923,899 1,116,923,899

    有形固定資産等の増加 549,230,630 -549,230,630

    有形固定資産等の減少 -1,284,773,377 1,284,773,377

    貸付金・基金等の増加 411,178,477 -411,178,477

    貸付金・基金等の減少 -792,559,629 792,559,629

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -3,075,689 -3,075,689 -

  本年度純資産変動額 -380,183,578 -1,119,999,588 739,816,010

本年度末純資産残高 40,184,605,159 46,900,584,314 -6,715,979,155

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 100,702,826

本年度歳計外現金増減額 -716,861

本年度末歳計外現金残高 99,985,965

本年度末現金預金残高 559,767,351

    その他の収入 -

財務活動収支 -572,385,747

本年度資金収支額 86,570,221

前年度末資金残高 373,211,165

本年度末資金残高 459,781,386

  財務活動支出 780,785,747

    地方債償還支出 780,785,747

    その他の支出 -

  財務活動収入 208,400,000

    地方債発行収入 208,400,000

    貸付金元金回収収入 220,000

    資産売却収入 7,600,654

    その他の収入 -

投資活動収支 107,514,177

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 675,946,654

    国県等補助金収入 126,066,000

    基金取崩収入 542,060,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 568,432,477

    公共施設等整備費支出 415,829,067

    基金積立金支出 102,583,942

    投資及び出資金支出 50,019,468

  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 551,441,791

  業務収入 9,386,667,421

    税収等収入 7,471,728,304

    国県等補助金収入 1,787,230,463

    使用料及び手数料収入 59,845,015

    その他の収入 67,863,639

    移転費用支出 4,448,902,273

      補助金等支出 1,749,346,646

      社会保障給付支出 1,341,636,636

      他会計への繰出支出 1,357,050,720

      その他の支出 868,271

    業務費用支出 4,386,323,357

      人件費支出 1,529,625,764

      物件費等支出 2,648,760,728

      支払利息支出 46,648,280

      その他の支出 161,288,585

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,835,225,630


