
【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 92,961,404,877   固定負債 23,180,993,965

    有形固定資産 86,592,201,489     地方債 21,888,829,309

      事業用資産 52,820,629,944     長期未払金 69,656

        土地 29,956,311,455     退職手当引当金 1,292,095,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 51,297,742,291     その他 -

        建物減価償却累計額 -29,211,669,763   流動負債 2,655,267,041

        工作物 1,656,301,334     １年内償還予定地方債 2,421,493,421

        工作物減価償却累計額 -878,055,373     未払金 1,456,871

        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 232,316,749

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 25,836,261,006

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 97,195,001,877

      インフラ資産 33,497,206,377   余剰分（不足分） -24,277,714,266

        土地 151,636,366

        建物 339,039,000

        建物減価償却累計額 -11,044,300

        工作物 98,382,924,808

        工作物減価償却累計額 -65,636,302,215

        その他 5,569,560

        その他減価償却累計額 -950,494

        建設仮勘定 266,333,652

      物品 1,857,402,924

      物品減価償却累計額 -1,583,037,756

    無形固定資産 13,977,815

      ソフトウェア 13,977,734

      その他 81

    投資その他の資産 6,355,225,573

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 448,282,997

      長期貸付金 137,714,398

      基金 5,258,276,754

        減債基金 178,872,887

        その他 5,079,403,867

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,840,576

  流動資産 5,792,143,740

    現金預金 1,312,999,862

    未収金 252,072,977

    短期貸付金 -

    基金 4,233,597,000

      財政調整基金 4,233,597,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,526,099 純資産合計 72,917,287,611

資産合計 98,753,548,617 負債及び純資産合計 98,753,548,617

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 -

純行政コスト 23,067,377,228

    その他 -

  臨時利益 114,633,798

    資産売却益 114,633,798

    資産除売却損 463,918

    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 23,181,547,108

  臨時損失 463,918

    災害復旧事業費 -

  経常収益 955,590,359

    使用料及び手数料 257,597,043

    その他 697,993,316

      社会保障給付 4,879,062,713

      他会計への繰出金 2,624,776,564

      その他 82,778,512

        その他 44,897,994

    移転費用 12,446,876,419

      補助金等 4,860,258,630

      その他の業務費用 268,420,578

        支払利息 196,155,909

        徴収不能引当金繰入額 27,366,675

        維持補修費 117,171,295

        減価償却費 3,247,423,025

        その他 4,385,630

        その他 1,002,528,008

      物件費等 7,228,572,491

        物件費 3,859,592,541

        職員給与費 3,254,344,638

        賞与等引当金繰入額 10,445,333

        退職手当引当金繰入額 -74,050,000

  経常費用 24,137,137,467

    業務費用 11,690,261,048

      人件費 4,193,267,979

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 72,817,951,559 97,696,725,923 -24,878,774,364

  純行政コスト（△） -23,067,377,228 -23,067,377,228

  財源 22,677,928,570 22,677,928,570

    税収等 16,729,445,328 16,729,445,328

    国県等補助金 5,948,483,242 5,948,483,242

  本年度差額 -389,448,658 -389,448,658

  固定資産等の変動（内部変動） -990,508,756 990,508,756

    有形固定資産等の増加 2,470,457,259 -2,470,457,259

    有形固定資産等の減少 -3,879,382,431 3,879,382,431

    貸付金・基金等の増加 1,678,166,086 -1,678,166,086

    貸付金・基金等の減少 -1,259,749,670 1,259,749,670

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 488,784,710 488,784,710

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 99,336,052 -501,724,046 601,060,098

本年度末純資産残高 72,917,287,611 97,195,001,877 -24,277,714,266

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,312,999,862

    その他の収入 -

財務活動収支 -595,508,492

本年度資金収支額 94,404,457

前年度末資金残高 1,218,595,405

本年度末資金残高 1,312,999,862

  財務活動支出 2,783,648,492

    地方債償還支出 2,783,648,492

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,188,140,000

    地方債発行収入 2,188,140,000

    貸付金元金回収収入 3,868,000

    資産売却収入 114,633,798

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,804,560,702

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,048,393,492

    国県等補助金収入 370,994,694

    基金取崩収入 558,897,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,852,954,194

    公共施設等整備費支出 1,838,961,771

    基金積立金支出 1,010,992,423

    投資及び出資金支出 -

  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 2,494,473,651

  業務収入 23,469,462,101

    税収等収入 16,981,856,219

    国県等補助金収入 5,577,488,548

    使用料及び手数料収入 212,124,018

    その他の収入 697,993,316

    移転費用支出 12,506,658,173

      補助金等支出 4,920,040,384

      社会保障給付支出 4,879,062,713

      他会計への繰出支出 2,624,776,564

      その他の支出 82,778,512

    業務費用支出 8,468,330,277

      人件費支出 4,256,872,646

      物件費等支出 3,989,766,328

      支払利息支出 196,155,909

      その他の支出 25,535,394

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 20,974,988,450


