
【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 256,224,423,785   固定負債 96,560,805,696

    有形固定資産 245,980,467,230     地方債等 63,571,708,679

      事業用資産 70,592,024,944     長期未払金 -

        土地 42,003,017,505     退職手当引当金 3,653,691,358

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 75,327,972,769     その他 29,335,405,659

        建物減価償却累計額 -47,942,783,135   流動負債 9,496,800,663

        工作物 1,401,172,556     １年内償還予定地方債等 6,635,905,875

        工作物減価償却累計額 -279,785,311     未払金 1,368,512,615

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 11,840,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 557,561,325

        航空機 -     預り金 691,613,040

        航空機減価償却累計額 -     その他 231,367,808

        その他 - 負債合計 106,057,606,359

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 82,430,560   固定資産等形成分 261,378,086,632

      インフラ資産 169,179,612,809   余剰分（不足分） -97,929,376,908

        土地 49,852,370,830

        建物 4,300,489,150

        建物減価償却累計額 -2,040,120,661

        工作物 192,247,004,822

        工作物減価償却累計額 -75,562,707,195

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 382,575,863

      物品 14,346,936,427

      物品減価償却累計額 -8,138,106,950

    無形固定資産 4,481,072,704

      ソフトウェア 166,870,414

      その他 4,314,202,290

    投資その他の資産 5,762,883,851

      投資及び出資金 37,790,270

        有価証券 1,575,670

        出資金 36,214,600

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,248,506,113

      長期貸付金 36,604,678

      基金 4,582,446,182

        減債基金 -

        その他 4,582,446,182

      その他 -

      徴収不能引当金 -142,463,392

  流動資産 13,281,892,298

    現金預金 6,714,232,955

    未収金 1,300,472,460

    短期貸付金 -

    基金 5,153,662,847

      財政調整基金 5,024,098,507

      減債基金 129,564,340

    棚卸資産 98,717,172

    その他 75,945,905

    徴収不能引当金 -61,139,041

  繰延資産 - 純資産合計 163,448,709,724

資産合計 269,506,316,083 負債及び純資産合計 269,506,316,083

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 75,264,902,665

    業務費用 26,217,622,019

      人件費 7,657,427,667

        職員給与費 6,308,575,147

        賞与等引当金繰入額 551,972,325

        退職手当引当金繰入額 28,788,710

        その他 768,091,485

      物件費等 16,813,393,556

        物件費 9,314,112,833

        維持補修費 850,964,536

        減価償却費 6,641,183,955

        その他 7,132,232

      その他の業務費用 1,746,800,796

        支払利息 736,819,367

        徴収不能引当金繰入額 201,115,733

        その他 808,865,696

    移転費用 49,047,280,646

      補助金等 39,564,307,976

      社会保障給付 9,338,877,689

      他会計への繰出金 -

      その他 144,094,981

  経常収益 7,594,267,319

    使用料及び手数料 5,015,750,523

    その他 2,578,516,796

純経常行政コスト 67,670,635,346

  臨時損失 188,014,043

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 80,681,714

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 105,480,589

純行政コスト 67,739,951,153

    その他 107,332,329

  臨時利益 118,698,236

    資産売却益 13,217,647



【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 160,387,787,593 263,980,923,512 -103,593,135,919 -

  純行政コスト（△） -67,739,951,153 -67,739,951,153 -

  財源 68,563,525,944 68,563,525,944 -

    税収等 43,637,192,212 43,637,192,212 -

    国県等補助金 24,926,333,732 24,926,333,732 -

  本年度差額 823,574,791 823,574,791 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,592,451,144 2,592,451,144

    有形固定資産等の増加 4,598,137,091 -4,598,137,091

    有形固定資産等の減少 -6,796,844,116 6,796,844,116

    貸付金・基金等の増加 2,182,757,745 -2,182,757,745

    貸付金・基金等の減少 -2,576,501,864 2,576,501,864

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -18,324,430 -18,324,430

  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 2,255,671,770 7,938,694 2,247,733,076

  本年度純資産変動額 3,060,922,131 -2,602,836,880 5,663,759,011 -

本年度末純資産残高 163,448,709,724 261,378,086,632 -97,929,376,908 -

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



【様式第4号】

（単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 68,709,826,235

    業務費用支出 19,662,545,589

      人件費支出 7,609,665,632

      物件費等支出 10,561,821,906

      支払利息支出 736,819,367

      その他の支出 754,238,684

    移転費用支出 49,047,280,646

      補助金等支出 39,564,307,976

      社会保障給付支出 9,338,877,689

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 144,094,981

  業務収入 73,464,189,800

    税収等収入 42,265,387,012

    国県等補助金収入 23,971,243,078

    使用料及び手数料収入 4,943,194,942

    その他の収入 2,284,364,768

  臨時支出 107,332,329

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 107,332,329

  臨時収入 422,179,203

業務活動収支 5,069,210,439

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,418,020,742

    公共施設等整備費支出 4,508,803,661

    基金積立金支出 895,562,621

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,654,460

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,558,324,835

    国県等補助金収入 866,065,794

    基金取崩収入 1,374,010,773

    貸付金元金回収収入 16,362,507

    資産売却収入 83,290,803

    その他の収入 218,594,958

投資活動収支 -2,859,695,907

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,456,399,170

    地方債等償還支出 6,231,891,362

    その他の支出 224,507,808

  財務活動収入 4,149,104,719

    地方債等発行収入 4,149,104,719

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,307,294,451

本年度資金収支額 -97,779,919

前年度末資金残高 6,222,499,440

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,124,719,521

前年度末歳計外現金残高 608,939,078

本年度歳計外現金増減額 -19,425,644

本年度末歳計外現金残高 589,513,434

本年度末現金預金残高 6,714,232,955


