
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 46,091,644,544 固定負債 16,761,436,431

有形固定資産 40,715,804,184 地方債等 15,211,314,223

事業用資産 10,724,990,519 長期未払金 -

土地 5,205,904,103 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 369,342,208

建物減価償却累計額 △8,347,270,648 流動負債 1,612,902,200

工作物 1,486,394,671 1年内償還予定地方債等 1,447,184,765

工作物減価償却累計額 △1,065,826,138 未払金 48,394,749

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 76,947,302

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 - 18,374,338,631

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 47,742,205,506

インフラ資産 29,668,125,413 余剰分（不足分） △16,892,403,184

土地 352,787,904 他団体出資等分 -

建物 3,379,540,859

建物減価償却累計額 △1,525,547,282

工作物 89,465,671,156

工作物減価償却累計額 △62,118,696,454

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 114,369,230

物品 3,201,414,652

物品減価償却累計額 △2,878,726,400

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 5,373,918,547

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 95,174,248

長期貸付金 255,198

基金 4,991,849,162

減債基金 483,567,609

その他 4,508,281,553

その他 -

徴収不能引当金 △4,621,889

流動資産 3,132,496,409

現金預金 1,447,435,131

未収金 31,533,772

短期貸付金 445,839

基金 1,650,115,123

財政調整基金 1,650,115,123

減債基金 -

棚卸資産 4,403,052

その他 -

徴収不能引当金 △1,436,508
繰延資産 - 30,849,802,322

49,224,140,953 49,224,140,953

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】

全体貸借対照表
（平成31年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 11,116,713,592

業務費用 5,424,153,005

人件費 1,040,690,470

職員給与費 901,510,631

賞与等引当金繰入額 76,947,302

退職手当引当金繰入額 1,441,000

その他 60,791,537

物件費等 4,104,244,234

物件費 1,867,009,587

維持補修費 5,924,183

減価償却費 2,231,310,464

その他 -

その他の業務費用 279,218,301

支払利息 192,980,837

徴収不能引当金繰入額 4,695,601

その他 81,541,863

移転費用 5,692,560,587

補助金等 4,638,981,997

社会保障給付 795,245,675

他会計への繰出金 -

その他 258,332,915

経常収益 707,277,280

使用料及び手数料 423,505,361

その他 283,771,919

純経常行政コスト 10,409,436,312

臨時損失 111,587,092

災害復旧事業費 110,914,838

資産除売却損 353,654

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 318,600

臨時利益 4,206,294

資産売却益 3,788,179

その他 418,115

純行政コスト 10,516,817,110

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日

科目



固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 30,341,958,020 47,446,785,950 △17,104,827,930

純行政コスト（△） △10,516,817,110 △10,516,817,110

財源 11,025,992,052 11,025,992,052

税収等 7,136,840,389 7,136,840,389

国県等補助金 3,889,151,663 3,889,151,663

本年度差額 509,174,942 509,174,942

固定資産等の変動（内部変動） 296,750,196 △296,750,196

有形固定資産等の増加 2,392,802,672 △2,392,802,672

有形固定資産等の減少 △2,231,664,118 2,231,664,118

貸付金・基金等の増加 208,952,853 △208,952,853

貸付金・基金等の減少 △73,341,211 73,341,211

資産評価差額 △1,330,640 △1,330,640

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 - - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 507,844,302 295,419,556 212,424,746

本年度末純資産残高 30,849,802,322 47,742,205,506 △16,892,403,184

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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）

他団体出資等分

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 8,862,838,011
業務費用支出 3,170,277,424
人件費支出 1,038,139,380
物件費等支出 1,858,817,250
支払利息支出 192,980,837
その他の支出 80,339,957

移転費用支出 5,692,560,587
補助金等支出 4,638,981,997
社会保障給付支出 795,245,675
他会計への繰出支出 -
その他の支出 258,332,915

業務収入 10,818,939,417
税収等収入 7,129,920,458
国県等補助金収入 2,980,706,997
使用料及び手数料収入 424,584,866
その他の収入 283,727,096

臨時支出 111,233,438
災害復旧事業費支出 110,914,838
その他の支出 318,600

臨時収入 89,668,689
業務活動収支 1,934,536,657
【投資活動収支】
投資活動支出 2,546,374,880
公共施設等整備費支出 2,371,615,112
基金積立金支出 174,759,768
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 856,469,950
国県等補助金収入 819,194,092
基金取崩収入 24,200,150
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 130,481

投資活動収支 △1,689,904,930
【財務活動収支】
財務活動支出 1,492,585,996
地方債等償還支出 1,492,585,996
その他の支出 -

財務活動収入 1,285,926,000
地方債等発行収入 1,285,926,000
その他の収入 -

財務活動収支 △206,659,996
37,971,731

1,369,088,016
1,407,059,747

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 1,447,435,131

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　　平成30年４月１日
至　　平成31年３月31日

科目 金額


