
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 41,349,446,114 固定負債 9,976,030,627

有形固定資産 36,239,394,930 地方債 8,795,250,627

事業用資産 10,569,457,574 長期未払金 -

土地 5,051,882,078 退職手当引当金 1,180,780,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 13,422,715,331 その他 -

建物減価償却累計額 △8,347,270,648 流動負債 1,191,297,057

工作物 1,484,883,751 1年内償還予定地方債 1,081,819,925

工作物減価償却累計額 △1,065,826,138 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 69,101,748

航空機 - 預り金 40,375,384

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 11,167,327,684

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 23,073,200 固定資産等形成分 42,833,094,814

インフラ資産 25,599,081,257 余剰分（不足分） △10,347,680,664

土地 278,780,396

建物 66,968,000

建物減価償却累計額 △51,635,040

工作物 84,641,111,292

工作物減価償却累計額 △59,442,882,991

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 106,739,600

物品 913,402,620

物品減価償却累計額 △842,546,521

無形固定資産 1,921,813

ソフトウェア 1,921,813

その他 -

投資その他の資産 5,108,129,371

投資及び出資金 291,261,828

有価証券 -

出資金 291,261,828

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 66,687,591

長期貸付金 255,198

基金 4,752,001,077

減債基金 483,567,609

その他 4,268,433,468

その他 -

徴収不能引当金 △2,076,323

流動資産 2,303,295,720

現金預金 811,674,128

未収金 8,028,080

短期貸付金 445,839

基金 1,483,202,861

財政調整基金 1,483,202,861

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △55,188 32,485,414,150

43,652,741,834 43,652,741,834

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（平成31年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 7,716,894,759

業務費用 4,658,590,352

人件費 942,213,669

職員給与費 813,565,384

賞与等引当金繰入額 69,101,748

退職手当引当金繰入額 1,441,000

その他 58,105,537

物件費等 3,620,055,733

物件費 1,604,161,275

維持補修費 3,120,505

減価償却費 2,012,773,953

その他 -

その他の業務費用 96,320,950

支払利息 72,881,310

徴収不能引当金繰入額 2,076,323

その他 21,363,317

移転費用 3,058,304,407

補助金等 1,038,979,532

社会保障給付 794,472,675

他会計への繰出金 978,248,146

その他 246,604,054

経常収益 340,966,858

使用料及び手数料 93,353,122

その他 247,613,736

純経常行政コスト 7,375,927,901

臨時損失 110,979,257

災害復旧事業費 110,914,838

資産除売却損 64,419

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 3,788,179

資産売却益 3,788,179

その他 -

純行政コスト 7,483,118,979

【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日

科目



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 32,305,923,531 42,652,001,488 △10,346,077,957

純行政コスト（△） △7,483,118,979 △7,483,118,979

財源 7,663,940,238 7,663,940,238

税収等 5,688,337,556 5,688,337,556

国県等補助金 1,975,602,682 1,975,602,682

本年度差額 180,821,259 180,821,259

固定資産等の変動（内部変動） 182,423,966 △182,423,966

有形固定資産等の増加 2,068,112,812 △2,068,112,812

有形固定資産等の減少 △2,012,838,372 2,012,838,372

貸付金・基金等の増加 165,332,113 △165,332,113

貸付金・基金等の減少 △38,182,587 38,182,587

資産評価差額 △1,330,640 △1,330,640

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 179,490,619 181,093,326 △1,602,707

本年度末純資産残高 32,485,414,150 42,833,094,814 △10,347,680,664

【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 5,688,334,286
業務費用支出 2,630,029,879
人件費支出 939,698,074
物件費等支出 1,597,001,780
支払利息支出 72,881,310
その他の支出 20,448,715

移転費用支出 3,058,304,407
補助金等支出 1,038,979,532
社会保障給付支出 794,472,675
他会計への繰出支出 978,248,146
その他の支出 246,604,054

業務収入 7,150,931,787
税収等収入 5,689,912,176
国県等補助金収入 1,120,028,016
使用料及び手数料収入 93,422,662
その他の収入 247,568,933

臨時支出 110,914,838
災害復旧事業費支出 110,914,838
その他の支出 -

臨時収入 89,250,574
業務活動収支 1,440,933,237
【投資活動収支】
投資活動支出 2,228,957,630
公共施設等整備費支出 2,078,392,812
基金積立金支出 150,564,818
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 790,469,469
国県等補助金収入 766,324,092
基金取崩収入 11,200,150
貸付金元金回収収入 1,907,048
資産売却収入 11,038,179
その他の収入

投資活動収支 △1,438,488,161
【財務活動収支】
財務活動支出 1,147,394,323
地方債償還支出 1,147,394,323
その他の支出 -

財務活動収入 1,098,826,000
地方債発行収入 1,098,826,000
その他の収入 -

財務活動収支 △48,568,323
△46,123,247
817,421,991
771,298,744

前年度末歳計外現金残高 46,692,150
本年度歳計外現金増減額 △6,316,766
本年度末歳計外現金残高 40,375,384
本年度末現金預金残高 811,674,128

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

一般会計等資金収支計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日

科目 金額


