
【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 7,725,014,651   固定負債 4,561,057,763

    有形固定資産 6,985,787,622     地方債 4,205,090,763

      事業用資産 5,143,611,027     長期未払金 209,000

        土地 1,024,834,738     退職手当引当金 355,758,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,374,125,003     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 7,513,458,590   流動負債 378,179,508

        工作物 563,972,666     １年内償還予定地方債 348,783,277

        工作物減価償却累計額 △ 315,334,390     未払金 210,000

        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 29,186,231

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,939,237,271

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,471,600   固定資産等形成分 8,250,786,151

      インフラ資産 1,681,498,246   余剰分（不足分） △ 4,729,370,160

        土地 33,259,138

        建物 2,711,880

        建物減価償却累計額 -

        工作物 7,300,664,172

        工作物減価償却累計額 △ 5,705,326,504

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 50,189,560

      物品 616,651,416

      物品減価償却累計額 △ 455,973,067

    無形固定資産 583,202

      ソフトウェア 583,202

      その他 -

    投資その他の資産 738,643,827

      投資及び出資金 192,986,329

        有価証券 -

        出資金 192,986,329

        その他 -

      投資損失引当金 △ 98,618,468

      長期延滞債権 179,330,794

      長期貸付金 25,741,250

      基金 443,723,058

        減債基金 -

        その他 443,723,058

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 4,519,136

  流動資産 735,638,611

    現金預金 200,302,292

    未収金 9,812,083

    短期貸付金 -

    基金 525,771,500

      財政調整基金 440,273,776

      減債基金 85,497,724

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 247,264 純資産合計 3,521,415,991

資産合計 8,460,653,262 負債及び純資産合計 8,460,653,262

一般会計等貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 2,564,371,905

    業務費用 1,552,214,151

      人件費 461,639,424

        職員給与費 421,918,788

        賞与等引当金繰入額 29,186,231

        退職手当引当金繰入額 △ 31,560,000

        その他 42,094,405

      物件費等 1,038,807,731

        物件費 631,825,898

        維持補修費 25,704,408

        減価償却費 381,277,425

        その他 -

      その他の業務費用 51,766,996

        支払利息 27,228,724

        徴収不能引当金繰入額 4,714,550

        その他 19,823,722

    移転費用 1,012,157,754

      補助金等 561,192,795

      社会保障給付 94,474,109

      他会計への繰出金 354,258,305

      その他 2,232,545

  経常収益 62,201,221

    使用料及び手数料 30,092,677

    その他 32,108,544

純経常行政コスト 2,502,170,684

  臨時損失 4,557,505

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 4,557,505

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,505,140,154

    その他 -

  臨時利益 1,588,035

    資産売却益 1,588,035



【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 3,643,343,582 8,243,206,102 △ 4,599,862,520

  純行政コスト（△） △ 2,505,140,154 △ 2,505,140,154

  財源 2,383,212,563 2,383,212,563

    税収等 2,018,198,896 2,018,198,896

    国県等補助金 365,013,667 365,013,667

  本年度差額 △ 121,927,591 △ 121,927,591

  固定資産等の変動（内部変動） 7,580,049 △ 7,580,049

    有形固定資産等の増加 650,630,488 △ 650,630,488

    有形固定資産等の減少 △ 381,277,427 381,277,427

    貸付金・基金等の増加 73,052,820 △ 73,052,820

    貸付金・基金等の減少 △ 334,825,832 334,825,832

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 121,927,591 7,580,049 △ 129,507,640

本年度末純資産残高 3,521,415,991 8,250,786,151 △ 4,729,370,160

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



【様式第4号】

（単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,197,332,724

    業務費用支出 1,184,752,970

      人件費支出 492,278,082

      物件費等支出 657,981,610

      支払利息支出 27,228,724

      その他の支出 7,264,554

    移転費用支出 1,012,579,754

      補助金等支出 561,614,795

      社会保障給付支出 94,474,109

      他会計への繰出支出 354,258,305

      その他の支出 2,232,545

  業務収入 2,435,093,904

    税収等収入 2,016,071,901

    国県等補助金収入 356,866,982

    使用料及び手数料収入 30,046,477

    その他の収入 32,108,544

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 6,650,885

業務活動収支 244,412,065

【投資活動収支】

  投資活動支出 705,875,734

    公共施設等整備費支出 650,630,488

    基金積立金支出 55,245,246

    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 301,417,308

    国県等補助金収入 1,495,800

    基金取崩収入 298,333,471

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,588,037

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 404,458,426

【財務活動収支】

  財務活動支出 345,213,653

    地方債償還支出 345,213,653

    その他の支出 -

  財務活動収入 465,200,000

    地方債発行収入 465,200,000

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 200,302,292

    その他の収入 -

財務活動収支 119,986,347

本年度資金収支額 △ 40,060,014

前年度末資金残高 240,362,306

本年度末資金残高 200,302,292


