
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 21,107,491,026 固定負債 7,016,373,681

有形固定資産 19,686,619,936 地方債 6,142,127,790

事業用資産 13,254,632,460 長期未払金 8,449,891

土地 4,404,765,298 退職手当引当金 865,796,000

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 22,341,678,560 その他 -

建物減価償却累計額 △14,134,163,856 流動負債 732,813,246

工作物 1,897,241,120 1年内償還予定地方債 644,449,263

工作物減価償却累計額 △1,465,368,222 未払金 8,599,300

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 41,843,495

航空機 - 預り金 17,621,288

航空機減価償却累計額 - その他 20,299,900

その他 - 7,749,186,927

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 193,813,760 固定資産等形成分 22,167,407,622

インフラ資産 6,121,526,509 余剰分（不足分） △7,535,229,664

土地 88,934,988

建物 2,400

建物減価償却累計額 △2,330

工作物 14,667,240,495

工作物減価償却累計額 △8,634,649,044

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 1,157,416,750

物品減価償却累計額 △846,955,783

無形固定資産 6,478,846

ソフトウェア 3,810,414

その他 2,668,432

投資その他の資産 1,414,392,244

投資及び出資金 185,045,400

有価証券 -

出資金 185,045,400

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 104,891,299

長期貸付金 31,142,593

基金 1,096,413,470

減債基金 431,573,430

その他 664,840,040

その他 -

徴収不能引当金 △3,100,518

流動資産 1,273,873,859

現金預金 197,685,870

未収金 16,284,233

短期貸付金 8,368,612

基金 1,051,547,984

財政調整基金 1,051,547,984

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △12,840 14,632,177,958

22,381,364,885 22,381,364,885

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 5,577,123,733

業務費用 3,186,039,511

人件費 833,974,084

職員給与費 712,410,371

賞与等引当金繰入額 41,843,495

退職手当引当金繰入額 -

その他 79,720,218

物件費等 2,262,995,483

物件費 1,265,748,601

維持補修費 89,726,927

減価償却費 907,519,955

その他 -

その他の業務費用 89,069,944

支払利息 46,543,713

徴収不能引当金繰入額 3,100,416

その他 39,425,815

移転費用 2,391,084,222

補助金等 691,635,568

社会保障給付 859,250,184

他会計への繰出金 839,726,478

その他 471,992

経常収益 340,640,928

使用料及び手数料 125,637,596

その他 215,003,332

純経常行政コスト 5,236,482,805

臨時損失 56,399,980

災害復旧事業費 48,627,025

資産除売却損 7,772,955

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 21,510,306

資産売却益 21,510,306

その他 -

純行政コスト 5,271,372,479

【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 14,776,401,092 22,581,846,305 △7,805,445,213

純行政コスト（△） △5,271,372,479 △5,271,372,479

財源 5,127,322,181 5,127,322,181

税収等 4,023,943,464 4,023,943,464

国県等補助金 1,103,378,717 1,103,378,717

本年度差額 △144,050,298 △144,050,298

固定資産等の変動（内部変動） △414,265,847 414,265,847

有形固定資産等の増加 384,825,424 △384,825,424

有形固定資産等の減少 △929,951,607 929,951,607

貸付金・基金等の増加 212,924,730 △212,924,730

貸付金・基金等の減少 △82,064,394 82,064,394

資産評価差額 △172,800 △172,800

無償所管換等 △36 △36

その他 - - -

本年度純資産変動額 △144,223,134 △414,438,683 270,215,549

本年度末純資産残高 14,632,177,958 22,167,407,622 △7,535,229,664

【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 4,664,265,360
業務費用支出 2,273,181,138
人件費支出 833,314,115
物件費等支出 1,355,475,528
支払利息支出 46,543,713
その他の支出 37,847,782

移転費用支出 2,391,084,222
補助金等支出 691,635,568
社会保障給付支出 859,250,184
他会計への繰出支出 839,726,478
その他の支出 471,992

業務収入 5,332,343,265
税収等収入 4,028,309,638
国県等補助金収入 1,003,922,153
使用料及び手数料収入 124,211,096
その他の収入 175,900,378

臨時支出 48,627,025
災害復旧事業費支出 48,627,025
その他の支出 -

臨時収入 13,454,564
業務活動収支 632,905,444
【投資活動収支】
投資活動支出 575,567,226
公共施設等整備費支出 393,574,133
基金積立金支出 176,713,093
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 5,280,000
その他の支出 -

投資活動収入 168,481,384
国県等補助金収入 86,002,000
基金取崩収入 24,670,434
貸付金元金回収収入 13,439,947
資産売却収入 36,169,003
その他の収入 8,200,000

投資活動収支 △407,085,842
【財務活動収支】
財務活動支出 662,902,367
地方債償還支出 639,208,292
その他の支出 23,694,075

財務活動収入 527,666,900
地方債発行収入 507,367,000
その他の収入 20,299,900

財務活動収支 △135,235,467
90,584,135
89,480,447
180,064,582

前年度末歳計外現金残高 16,025,378
本年度歳計外現金増減額 1,595,910
本年度末歳計外現金残高 17,621,288
本年度末現金預金残高 197,685,870

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


