
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 6,307,552,441 固定負債 1,496,595,364

有形固定資産 5,793,640,385 地方債 1,197,716,364

事業用資産 2,909,122,389 長期未払金 -

土地 698,804,058 退職手当引当金 298,879,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 4,839,186,014 その他 -

建物減価償却累計額 △2,748,863,521 流動負債 130,715,274

工作物 441,945,422 1年内償還予定地方債 103,416,255

工作物減価償却累計額 △334,988,424 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 24,773,729

航空機 - 預り金 2,525,290

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 1,627,310,638

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 13,038,840 固定資産等形成分 6,653,205,620

インフラ資産 2,798,281,644 余剰分（不足分） △1,531,885,074

土地 3,120,960

建物 6,202,280

建物減価償却累計額 △4,591,490

工作物 6,139,186,211

工作物減価償却累計額 △4,070,268,357

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 724,632,040

物品 221,421,193

物品減価償却累計額 △135,184,841

無形固定資産 9,594,159

ソフトウェア 9,594,159

その他 -

投資その他の資産 504,317,897

投資及び出資金 123,618,908

有価証券 -

出資金 123,618,908

その他 -

投資損失引当金 △80,000,000

長期延滞債権 8,289,405

長期貸付金 -

基金 452,764,454

減債基金 151,142,587

その他 301,621,867

その他 -

徴収不能引当金 △354,870

流動資産 441,078,743

現金預金 92,398,245

未収金 3,030,961

短期貸付金 -

基金 345,653,179

財政調整基金 345,653,179

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △3,642 5,121,320,546

6,748,631,184 6,748,631,184

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 1,520,816,722

業務費用 958,734,409

人件費 410,429,753

職員給与費 352,272,972

賞与等引当金繰入額 24,773,729

退職手当引当金繰入額 11,159,000

その他 22,224,052

物件費等 538,870,413

物件費 234,204,567

維持補修費 19,281,216

減価償却費 285,384,630

その他 -

その他の業務費用 9,434,243

支払利息 5,714,037

徴収不能引当金繰入額 143,362

その他 3,576,844

移転費用 562,082,313

補助金等 367,566,846

社会保障給付 60,750,845

他会計への繰出金 113,242,322

その他 20,522,300

経常収益 151,632,948

使用料及び手数料 14,263,051

その他 137,369,897

純経常行政コスト 1,369,183,774

臨時損失 5,725,276

災害復旧事業費 -

資産除売却損 2,730,600

投資損失引当金繰入額 2,819,584

損失補償等引当金繰入額 -

その他 175,092

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト 1,374,909,050

【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 5,411,446,290 6,895,388,675 △1,483,942,385

純行政コスト（△） △1,374,909,050 △1,374,909,050

財源 1,239,396,889 1,239,396,889

税収等 994,885,312 994,885,312

国県等補助金 244,511,577 244,511,577

本年度差額 △135,512,161 △135,512,161

固定資産等の変動（内部変動） △87,569,472 87,569,472

有形固定資産等の増加 220,889,611 △220,889,611

有形固定資産等の減少 △292,549,951 292,549,951

貸付金・基金等の増加 23,449,805 △23,449,805

貸付金・基金等の減少 △39,358,937 39,358,937

資産評価差額 - -

無償所管換等 △154,613,583 △154,613,583

その他 - - -

本年度純資産変動額 △290,125,744 △242,183,055 △47,942,689

本年度末純資産残高 5,121,320,546 6,653,205,620 △1,531,885,074

【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 1,222,760,130
業務費用支出 660,677,817
人件費支出 397,901,153
物件費等支出 253,485,783
支払利息支出 5,714,037
その他の支出 3,576,844

移転費用支出 562,082,313
補助金等支出 367,566,846
社会保障給付支出 60,750,845
他会計への繰出支出 113,242,322
その他の支出 20,522,300

業務収入 1,272,308,651
税収等収入 996,289,826
国県等補助金収入 124,518,577
使用料及び手数料収入 14,130,351
その他の収入 137,369,897

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 49,548,521
【投資活動収支】
投資活動支出 236,534,947
公共施設等整備費支出 216,454,890
基金積立金支出 20,080,057
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 151,465,368
国県等補助金収入 119,993,000
基金取崩収入 30,972,368
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 -
その他の収入 500,000

投資活動収支 △85,069,579
【財務活動収支】
財務活動支出 91,055,445
地方債償還支出 91,055,445
その他の支出 -

財務活動収入 165,808,000
地方債発行収入 165,808,000
その他の収入 -

財務活動収支 74,752,555
39,231,497
50,641,458
89,872,955

前年度末歳計外現金残高 2,631,289
本年度歳計外現金増減額 △105,999
本年度末歳計外現金残高 2,525,290
本年度末現金預金残高 92,398,245

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


