
【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 11,887,724,195   固定負債 7,728,636,158

    有形固定資産 10,032,865,610     地方債 5,977,477,158

      事業用資産 8,262,375,044     長期未払金 -

        土地 2,776,407,218     退職手当引当金 1,592,585,000

        立木竹 2,078,177     損失補償等引当金 -

        建物 20,296,916,835     その他 158,574,000

        建物減価償却累計額 -14,923,983,238   流動負債 86,344,000

        工作物 141,710,850     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -46,197,798     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 65,440,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,904,000

        その他 - 負債合計 7,814,980,158

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,443,000   固定資産等形成分 14,059,767,967

      インフラ資産 1,504,087,614   余剰分（不足分） -7,760,077,260

        土地 932,817,807

        建物 394,575,900

        建物減価償却累計額 -302,834,250

        工作物 534,665,049

        工作物減価償却累計額 -98,747,292

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,610,400

      物品 1,506,095,624

      物品減価償却累計額 -1,239,692,672

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,854,858,585

      投資及び出資金 53,144,000

        有価証券 21,480,000

        出資金 31,664,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,768,711

      長期貸付金 71,550,000

      基金 1,691,085,874

        減債基金 -

        その他 1,691,085,874

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,690,000

  流動資産 2,226,946,670

    現金預金 43,014,332

    未収金 12,319,566

    短期貸付金 -

    基金 2,172,043,772

      財政調整基金 1,544,843,829

      減債基金 627,199,943

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -431,000 純資産合計 6,299,690,707

資産合計 14,114,670,865 負債及び純資産合計 14,114,670,865

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 4,707,205,251

    その他 -

  臨時利益 1,610,000

    資産売却益 1,610,000

    資産除売却損 9

    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 4,708,815,242

  臨時損失 9

    災害復旧事業費 -

  経常収益 332,211,380

    使用料及び手数料 143,900,935

    その他 188,310,445

      社会保障給付 418,430,583

      他会計への繰出金 714,986,291

      その他 1,428,371

        その他 71,974,411

    移転費用 2,338,709,624

      補助金等 1,203,864,379

      その他の業務費用 81,859,651

        支払利息 10,044,240

        徴収不能引当金繰入額 -159,000

        維持補修費 159,684,289

        減価償却費 439,902,544

        その他 -

        その他 184,018,853

      物件費等 1,511,656,801

        物件費 912,069,968

        職員給与費 859,341,693

        賞与等引当金繰入額 65,440,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,041,026,622

    業務費用 2,702,316,998

      人件費 1,108,800,546

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 6,145,299,157 14,096,453,848 -7,951,154,691

  純行政コスト（△） -4,707,205,251 -4,707,205,251

  財源 4,861,596,729 4,861,596,729

    税収等 4,019,766,884 4,019,766,884

    国県等補助金 841,829,845 841,829,845

  本年度差額 154,391,478 154,391,478

  固定資産等の変動（内部変動） -36,685,953 36,685,953

    有形固定資産等の増加 678,793,804 -678,793,804

    有形固定資産等の減少 -439,902,544 439,902,544

    貸付金・基金等の増加 166,896,631 -166,896,631

    貸付金・基金等の減少 -442,473,844 442,473,844

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 72 72

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 154,391,550 -36,685,881 191,077,431

本年度末純資産残高 6,299,690,707 14,059,767,967 -7,760,077,260

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 43,014,332

    その他の収入 -

財務活動収支 -137,712,236

本年度資金収支額 8,074,504

前年度末資金残高 34,939,828

本年度末資金残高 43,014,332

  財務活動支出 795,789,236

    地方債償還支出 774,867,236

    その他の支出 20,922,000

  財務活動収入 658,077,000

    地方債発行収入 658,077,000

    貸付金元金回収収入 43,700,000

    資産売却収入 1,610,000

    その他の収入 20,000,000

投資活動収支 -398,664,198

【財務活動収支】

    貸付金支出 75,050,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 444,900,180

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 379,590,180

【投資活動収支】

  投資活動支出 843,564,378

    公共施設等整備費支出 678,793,804

    基金積立金支出 89,720,574

    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 544,450,938

  業務収入 5,144,308,016

    税収等収入 4,019,388,502

    国県等補助金収入 841,829,845

    使用料及び手数料収入 144,096,281

    その他の収入 138,993,388

    移転費用支出 2,338,709,624

      補助金等支出 1,203,864,379

      社会保障給付支出 418,430,583

      他会計への繰出支出 714,986,291

      その他の支出 1,428,371

    業務費用支出 2,261,147,454

      人件費支出 1,107,374,546

      物件費等支出 1,143,728,668

      支払利息支出 10,044,240

      その他の支出 -

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 4,599,857,078


