
【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 8,484,162,799   固定負債 6,854,087,819

    有形固定資産 7,646,218,847     地方債等 6,498,120,819

      事業用資産 5,307,624,571     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 11,541,641,643     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 7,521,281,686   流動負債 591,646,935

        工作物 563,972,666     １年内償還予定地方債等 560,810,016

        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 107,600

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 30,519,319

        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 7,445,734,754

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,791,600   固定資産等形成分 9,021,636,674

      インフラ資産 2,171,478,391   余剰分（不足分） △ 7,182,057,596

        土地 33,259,138

        建物 15,011,880

        建物減価償却累計額 △ 246,000

        工作物 8,089,799,789

        工作物減価償却累計額 △ 6,032,334,216

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 65,987,800

      物品 624,158,496

      物品減価償却累計額 △ 457,042,611

    無形固定資産 1,170,722

      ソフトウェア 1,170,722

      その他 -

    投資その他の資産 836,773,230

      投資及び出資金 192,986,329

        有価証券 -

        出資金 192,986,329

        その他 -

      長期延滞債権 229,299,135

      長期貸付金 25,741,250

      基金 492,442,615

        減債基金 -

        その他 492,442,615

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 5,077,631

  流動資産 801,151,033

    現金預金 244,303,991

    未収金 19,726,535

    短期貸付金 -

    基金 537,473,875

      財政調整基金 451,976,151

      減債基金 85,497,724

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 353,368

  繰延資産 - 純資産合計 1,839,579,078

資産合計 9,285,313,832 負債及び純資産合計 9,285,313,832

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 3,157,252,003

    業務費用 1,823,068,950

      人件費 485,032,766

        職員給与費 443,888,042

        賞与等引当金繰入額 30,519,319

        退職手当引当金繰入額 △ 31,560,000

        その他 42,185,405

      物件費等 1,227,091,718

        物件費 778,483,650

        維持補修費 32,904,080

        減価償却費 415,703,988

        その他 -

      その他の業務費用 110,944,466

        支払利息 80,432,837

        徴収不能引当金繰入額 5,323,839

        その他 25,187,790

    移転費用 1,334,183,053

      補助金等 1,227,161,359

      社会保障給付 95,356,949

      その他 11,664,745

  経常収益 216,523,441

    使用料及び手数料 162,651,143

    その他 53,872,298

純経常行政コスト 2,940,728,562

  臨時損失 4,557,505

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,588,035

    資産売却益 1,588,035

    その他 -

純行政コスト 2,943,698,032



【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 1,758,545,020 8,964,000,265 △ 7,205,455,245

  純行政コスト（△） △ 2,943,698,032 △ 2,943,698,032

  財源 3,024,732,090 3,024,732,090

    税収等 2,247,953,739 2,247,953,739

    国県等補助金 776,778,351 776,778,351

  本年度差額 81,034,058 81,034,058

  固定資産等の変動（内部変動） 57,636,409 △ 57,636,409

    有形固定資産等の増加 744,687,688 △ 744,687,688

    有形固定資産等の減少 △ 415,703,990 415,703,990

    貸付金・基金等の増加 73,162,599 △ 73,162,599

    貸付金・基金等の減少 △ 344,509,888 344,509,888

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 81,034,058 57,636,409 23,397,649

本年度末純資産残高 1,839,579,078 9,021,636,674 △ 7,182,057,596

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 2,752,099,494

    業務費用支出 1,417,494,441

      人件費支出 515,966,906

      物件費等支出 812,857,154

      支払利息支出 80,432,837

      その他の支出 8,237,544

    移転費用支出 1,334,605,053

      補助金等支出 1,227,583,359

      社会保障給付支出 95,356,949

      その他の支出 11,664,745

  業務収入 3,209,457,739

    税収等収入 2,251,268,842

    国県等補助金収入 742,256,666

    使用料及び手数料収入 162,059,933

    その他の収入 53,872,298

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 6,991,885

業務活動収支 464,350,130

【投資活動収支】

  投資活動支出 799,937,882

    公共施設等整備費支出 744,687,688

    基金積立金支出 55,250,194

    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 327,451,308

    国県等補助金収入 27,529,800

    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 △ 472,486,574

【財務活動収支】

  財務活動支出 546,094,076

    地方債等償還支出 546,094,076

    その他の支出 -

  財務活動収入 517,600,000

    地方債等発行収入 517,600,000

    その他の収入 -

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 244,303,991

財務活動収支 △ 28,494,076

本年度資金収支額 △ 36,630,520

前年度末資金残高 280,934,511

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 244,303,991


