
【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 16,630,437,144   固定負債 4,702,432,096

    有形固定資産 14,759,039,168     地方債 3,562,815,892

      事業用資産 11,092,514,704     長期未払金 -

        土地 1,647,628,597     退職手当引当金 1,091,445,000

        立木竹 151,896,700     損失補償等引当金 -

        建物 19,073,460,675     その他 48,171,204

        建物減価償却累計額 -11,276,443,172   流動負債 668,417,312

        工作物 5,621,479,316     １年内償還予定地方債 596,318,706

        工作物減価償却累計額 -4,250,420,888     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 36,222,518

        航空機 -     預り金 14,607,339

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,268,749

        その他 - 負債合計 5,370,849,408

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 124,913,476   固定資産等形成分 17,673,618,144

      インフラ資産 3,385,640,652   余剰分（不足分） -5,265,893,043

        土地 1,672,751

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 7,955,110,622

        工作物減価償却累計額 -4,581,445,921

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,303,200

      物品 1,010,107,272

      物品減価償却累計額 -729,223,460

    無形固定資産 749,520

      ソフトウェア 749,520

      その他 -

    投資その他の資産 1,870,648,456

      投資及び出資金 97,680,068

        有価証券 20,351,968

        出資金 77,328,100

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 87,042,385

      長期貸付金 44,500,000

      基金 1,542,056,410

        減債基金 -

        その他 1,542,056,410

      その他 100,000,000

      徴収不能引当金 -630,407

  流動資産 1,148,137,365

    現金預金 101,592,595

    未収金 3,365,238

    短期貸付金 11,100,000

    基金 1,032,081,000

      財政調整基金 702,321,000

      減債基金 329,760,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,468 純資産合計 12,407,725,101

資産合計 17,778,574,509 負債及び純資産合計 17,778,574,509

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）

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 3,040,805,399

    業務費用 2,199,169,872

      人件費 579,762,530

        職員給与費 383,995,076

        賞与等引当金繰入額 36,222,518

        退職手当引当金繰入額 -10,129,000

        その他 169,673,936

      物件費等 1,599,873,870

        物件費 675,811,942

        維持補修費 130,624,315

        減価償却費 793,437,613

        その他 -

      その他の業務費用 19,533,472

        支払利息 11,914,191

        徴収不能引当金繰入額 -3,062,184

        その他 10,681,465

    移転費用 841,635,527

      補助金等 418,856,855

      社会保障給付 144,314,970

      他会計への繰出金 276,994,000

      その他 1,469,702

  経常収益 157,900,186

    使用料及び手数料 85,135,726

    その他 72,764,460

純経常行政コスト 2,882,905,213

  臨時損失 48,849,818

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 48,849,818

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,931,539,070

    その他 -

  臨時利益 215,961

    資産売却益 215,961



【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 12,734,382,689 18,036,361,829 -5,301,979,140

  純行政コスト（△） -2,931,539,070 -2,931,539,070

  財源 2,536,535,319 2,536,535,319

    税収等 2,308,928,079 2,308,928,079

    国県等補助金 227,607,240 227,607,240

  本年度差額 -395,003,751 -395,003,751

  固定資産等の変動（内部変動） -431,089,848 431,089,848

    有形固定資産等の増加 428,033,247 -428,033,247

    有形固定資産等の減少 -845,571,470 845,571,470

    貸付金・基金等の増加 316,486,484 -316,486,484

    貸付金・基金等の減少 -330,038,109 330,038,109

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 68,346,163 68,346,163

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -326,657,588 -362,743,685 36,086,097

本年度末純資産残高 12,407,725,101 17,673,618,144 -5,265,893,043

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）

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 2,240,665,949

    業務費用支出 1,399,030,422

      人件費支出 569,998,509

      物件費等支出 812,404,049

      支払利息支出 11,914,191

      その他の支出 4,713,673

    移転費用支出 841,635,527

      補助金等支出 418,856,855

      社会保障給付支出 144,314,970

      他会計への繰出支出 276,994,000

      その他の支出 1,469,702

  業務収入 2,700,116,116

    税収等収入 2,314,344,897

    国県等補助金収入 227,607,240

    使用料及び手数料収入 85,399,519

    その他の収入 72,764,460

  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 459,450,167

【投資活動収支】

  投資活動支出 718,956,131

    公共施設等整備費支出 402,469,647

    基金積立金支出 316,486,484

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 331,132,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 316,532,000

    貸付金元金回収収入 11,100,000

    資産売却収入 3,500,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -387,824,131

【財務活動収支】

  財務活動支出 540,538,890

    地方債償還支出 520,746,567

    その他の支出 19,792,323

  財務活動収入 472,700,000

    地方債発行収入 472,700,000

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 14,607,339

本年度末歳計外現金残高 14,607,339

本年度末現金預金残高 101,592,595

    その他の収入 -

財務活動収支 -67,838,890

本年度資金収支額 3,787,146

前年度末資金残高 83,198,110

本年度末資金残高 86,985,256


