
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 6,910,257,138 固定負債 1,667,065,393

有形固定資産 6,392,291,595 地方債等 1,360,139,393

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 306,926,000

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 150,139,608

工作物 441,945,422 1年内償還予定地方債等 120,337,549

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 27,276,769

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 - 1,817,205,001

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 7,305,087,206

インフラ資産 3,369,902,175 余剰分（不足分） △1,587,674,265

土地 28,165,590 他団体出資等分 -

建物 26,327,718

建物減価償却累計額 △17,065,192

工作物 7,095,306,903

工作物減価償却累計額 △4,487,464,884

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 724,632,040

物品 562,606,500

物品減価償却累計額 △449,339,469

無形固定資産 9,799,359

ソフトウェア 9,799,359

その他 -

投資その他の資産 508,166,184

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 12,540,771

長期貸付金 -

基金 452,979,473

減債基金 151,142,587

その他 301,836,886

その他 -

徴収不能引当金 △972,968

流動資産 624,360,804

現金預金 224,945,495

未収金 4,588,883

短期貸付金 -

基金 394,830,068

財政調整基金 394,829,991

減債基金 77

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △3,642

繰延資産 - 5,717,412,941

7,534,617,942 7,534,617,942

【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 1,985,617,500

業務費用 1,069,752,044

人件費 435,361,542

職員給与費 374,218,721

賞与等引当金繰入額 27,276,769

退職手当引当金繰入額 11,642,000

その他 22,224,052

物件費等 600,162,175

物件費 263,428,867

維持補修費 20,943,841

減価償却費 315,789,467

その他 -

その他の業務費用 34,228,327

支払利息 9,628,447

徴収不能引当金繰入額 745,725

その他 23,854,155

移転費用 915,865,456

補助金等 832,496,750

社会保障給付 60,908,106

他会計への繰出金 -

その他 22,460,600

経常収益 184,897,264

使用料及び手数料 44,986,445

その他 139,910,819

純経常行政コスト 1,800,720,236

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 1,806,445,512

【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 6,017,019,919 7,577,062,533 △1,560,042,614 -

純行政コスト（△） △1,806,445,512 △1,806,445,512 -

財源 1,660,661,730 1,660,661,730 -

税収等 1,159,085,832 1,159,085,832 -

国県等補助金 501,575,898 501,575,898 -

本年度差額 △145,783,782 △145,783,782 -

固定資産等の変動（内部変動） △118,152,131 118,152,131

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 △322,954,788 322,954,788

貸付金・基金等の増加 30,366,708 △30,366,708

貸付金・基金等の減少 △46,453,662 46,453,662

資産評価差額 - -

無償所管換等 △153,823,196 △153,823,196

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 △299,606,978 △271,975,327 △27,631,651 -

本年度末純資産残高 5,717,412,941 7,305,087,206 △1,587,674,265 -

【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 1,653,067,551
業務費用支出 737,202,095
人件費支出 422,205,421
物件費等支出 284,372,708
支払利息支出 9,628,447
その他の支出 20,995,519

移転費用支出 915,865,456
補助金等支出 832,496,750
社会保障給付支出 60,908,106
他会計への繰出支出 -
その他の支出 22,460,600

業務収入 1,728,023,941
税収等収入 1,161,652,191
国県等補助金収入 381,582,898
使用料及び手数料収入 44,878,033
その他の収入 139,910,819

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 74,956,390
【投資活動収支】
投資活動支出 239,554,360
公共施設等整備費支出 216,454,890
基金積立金支出 23,099,470
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 △88,088,992
【財務活動収支】
財務活動支出 109,210,657
地方債等償還支出 109,210,657
その他の支出 -

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

財務活動収支 56,597,343
43,464,741
178,955,464
222,420,205

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 224,945,495

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


