
【様式第1号】

（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 15,588,427,140   固定負債 2,057,258,535

    有形固定資産 13,451,905,960     地方債 1,470,290,056

      事業用資産 3,680,149,985     長期未払金 -

        土地 849,380,388     退職手当引当金 586,968,479

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,310,121,030     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,789,780,260   流動負債 227,384,128

        工作物 1,134,698,215     １年内償還予定地方債 169,896,809

        工作物減価償却累計額 -946,073,388     未払金 22,244,000

        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 31,463,523

        航空機 -     預り金 3,779,796

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,284,642,663

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 121,804,000   固定資産等形成分 16,410,801,550

      インフラ資産 9,730,180,097   余剰分（不足分） -1,931,887,137

        土地 29,952,925

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 24,941,224,613

        工作物減価償却累計額 -15,256,959,841

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,962,400

      物品 339,980,908

      物品減価償却累計額 -298,405,030

    無形固定資産 43,289,682

      ソフトウェア 43,289,682

      その他 -

    投資その他の資産 2,093,231,498

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,714,900

      長期貸付金 10,414,000

      基金 2,057,531,226

        減債基金 433,763,556

        その他 1,623,767,670

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,219,628

  流動資産 1,175,129,936

    現金預金 351,534,357

    未収金 1,380,759

    短期貸付金 -

    基金 822,374,410

      財政調整基金 822,374,410

      減債基金 -

    棚卸資産 13,754

    その他 -

    徴収不能引当金 -173,344 純資産合計 14,478,914,413

資産合計 16,763,557,076 負債及び純資産合計 16,763,557,076

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 14,947,402

純行政コスト 2,093,251,897

    その他 -

  臨時利益 14,947,402

    資産売却益 -

    資産除売却損 83,753,205

    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 1,978,204,467

  臨時損失 129,994,832

    災害復旧事業費 46,241,627

  経常収益 101,920,722

    使用料及び手数料 21,677,532

    その他 80,243,190

      社会保障給付 112,848,619

      他会計への繰出金 142,635,956

      その他 675,137

        その他 6,908,934

    移転費用 598,933,486

      補助金等 342,773,774

      その他の業務費用 15,276,251

        支払利息 8,057,576

        徴収不能引当金繰入額 309,741

        維持補修費 53,821,085

        減価償却費 625,592,027

        その他 -

        その他 60,915,636

      物件費等 1,015,994,921

        物件費 336,581,809

        職員給与費 357,541,372

        賞与等引当金繰入額 31,463,523

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,080,125,189

    業務費用 1,481,191,703

      人件費 449,920,531

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】

（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 14,782,501,332 16,816,382,092 -2,033,880,760

  純行政コスト（△） -2,093,251,897 -2,093,251,897

  財源 1,787,874,505 1,787,874,505

    税収等 1,417,009,004 1,417,009,004

    国県等補助金 370,865,501 370,865,501

  本年度差額 -305,377,392 -305,377,392

  固定資産等の変動（内部変動） -410,386,542 410,386,542

    有形固定資産等の増加 288,989,240 -288,989,240

    有形固定資産等の減少 -709,345,232 709,345,232

    貸付金・基金等の増加 10,335,450 -10,335,450

    貸付金・基金等の減少 -366,000 366,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,806,000 4,806,000

  その他 -3,015,527 - -3,015,527

  本年度純資産変動額 -303,586,919 -405,580,542 101,993,623

本年度末純資産残高 14,478,914,413 16,410,801,550 -1,931,887,137

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 3,450,773

本年度歳計外現金増減額 329,023

本年度末歳計外現金残高 3,779,796

本年度末現金預金残高 351,534,357

    その他の収入 -

財務活動収支 37,859,204

本年度資金収支額 33,197,838

前年度末資金残高 314,556,723

本年度末資金残高 347,754,561

  財務活動支出 194,240,796

    地方債償還支出 194,240,796

    その他の支出 -

  財務活動収入 232,100,000

    地方債発行収入 232,100,000

    貸付金元金回収収入 412,361

    資産売却収入 -

    その他の収入 4,586,000

投資活動収支 -262,350,061

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 86,744,266

    国県等補助金収入 81,465,905

    基金取崩収入 280,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 349,094,327

    公共施設等整備費支出 339,032,440

    基金積立金支出 10,061,887

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 46,241,627

    災害復旧事業費支出 46,241,627

    その他の支出 -

  臨時収入 28,384,735

業務活動収支 257,688,695

  業務収入 1,728,484,458

    税収等収入 1,412,082,436

    国県等補助金収入 261,132,361

    使用料及び手数料収入 21,717,992

    その他の収入 33,551,669

    移転費用支出 598,933,486

      補助金等支出 342,773,774

      社会保障給付支出 112,848,619

      他会計への繰出支出 142,635,956

      その他の支出 675,137

    業務費用支出 854,005,385

      人件費支出 448,633,047

      物件費等支出 390,405,828

      支払利息支出 8,057,576

      その他の支出 6,908,934

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 1,452,938,871
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