
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 29,506,688,620 固定負債 11,708,192,826

有形固定資産 27,089,368,271 地方債等 9,818,707,624

事業用資産 13,351,561,343 長期未払金 8,449,891

土地 4,404,765,298 退職手当引当金 970,953,000

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 22,484,641,510 その他 910,082,311

建物減価償却累計額 △14,180,197,923 流動負債 1,331,476,387

工作物 1,897,241,120 1年内償還予定地方債等 999,000,853

工作物減価償却累計額 △1,465,368,222 未払金 97,130,351

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 81,917

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 52,483,488

航空機 - 預り金 17,621,288

航空機減価償却累計額 - その他 165,158,490

その他 - 13,039,669,213

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 30,566,605,216

インフラ資産 12,806,403,938 余剰分（不足分） △11,013,857,307

土地 324,632,745 他団体出資等分 -

建物 3,055,591,273

建物減価償却累計額 △1,327,680,616

工作物 28,931,774,516

工作物減価償却累計額 △18,188,828,980

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 10,915,000

物品 3,720,404,148

物品減価償却累計額 △2,789,001,158

無形固定資産 8,527,066

ソフトウェア 5,828,334

その他 2,698,732

投資その他の資産 2,408,793,283

投資及び出資金 186,445,400

有価証券 -

出資金 186,445,400

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 174,738,405

長期貸付金 31,142,593

基金 2,024,871,819

減債基金 431,573,430

その他 1,593,298,389

その他 -

徴収不能引当金 △8,404,934

流動資産 3,085,728,502

現金預金 994,319,649

未収金 101,916,652

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 933,300,689

その他 -

徴収不能引当金 △3,725,084
繰延資産 - 19,552,747,909

32,592,417,122 32,592,417,122

【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

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 9,627,441,817

業務費用 4,686,827,023

人件費 987,465,296

職員給与費 841,774,215

賞与等引当金繰入額 52,483,488

退職手当引当金繰入額 11,042,000

その他 82,165,593

物件費等 3,374,954,250

物件費 1,618,395,527

維持補修費 131,100,247

減価償却費 1,625,458,476

その他 -

その他の業務費用 324,407,477

支払利息 122,785,089

徴収不能引当金繰入額 8,384,772

その他 193,237,616

移転費用 4,940,614,794

補助金等 4,074,796,212

社会保障給付 861,946,590

他会計への繰出金 -

その他 3,871,992

経常収益 1,112,633,661

使用料及び手数料 671,765,285

その他 440,868,376

純経常行政コスト 8,514,808,156

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 22,764,642

資産売却益 21,510,306

その他 1,254,336

純行政コスト 8,548,443,494

【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



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 19,817,052,710 31,486,345,331 △11,669,292,621 -

純行政コスト（△） △8,548,443,494 △8,548,443,494 -

財源 8,283,700,481 8,283,700,481 -

税収等 5,335,482,068 5,335,482,068 -

国県等補助金 2,948,218,413 2,948,218,413 -

本年度差額 △264,743,013 △264,743,013 -

固定資産等の変動（内部変動） △919,567,279 919,567,279

有形固定資産等の増加 564,618,784 △564,618,784

有形固定資産等の減少 △1,647,890,128 1,647,890,128

貸付金・基金等の増加 302,278,388 △302,278,388

貸付金・基金等の減少 △138,574,323 138,574,323

資産評価差額 △172,800 △172,800

無償所管換等 △36 △36

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 611,048 - 611,048

本年度純資産変動額 △264,304,801 △919,740,115 655,435,314 -

本年度末純資産残高 19,552,747,909 30,566,605,216 △11,013,857,307 -

【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）

【業務活動収支】
業務支出 7,932,030,873
業務費用支出 2,991,416,079
人件費支出 975,527,318
物件費等支出 1,752,082,297
支払利息支出 122,785,089
その他の支出 141,021,375

移転費用支出 4,940,614,794
補助金等支出 4,074,796,212
社会保障給付支出 861,946,590
他会計への繰出支出 -
その他の支出 3,871,992

業務収入 9,130,987,833
税収等収入 5,293,833,086
国県等補助金収入 2,794,522,014
使用料及び手数料収入 670,627,815
その他の収入 372,004,918

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 14,708,900
業務活動収支 1,165,038,835
【投資活動収支】
投資活動支出 834,965,036
公共施設等整備費支出 597,161,368
基金積立金支出 232,523,668
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 266,434,869
国県等補助金収入 139,398,000
基金取崩収入 36,282,834
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 41,145,085

投資活動収支 △568,530,167
【財務活動収支】
財務活動支出 1,235,012,040
地方債等償還支出 998,222,343
その他の支出 236,789,697

財務活動収入 751,525,490
地方債等発行収入 586,367,000
その他の収入 165,158,490

財務活動収支 △483,486,550
113,022,118
863,676,243
976,698,361

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 994,319,649

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


