
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 474,574,453,583   固定負債 185,491,611,907

    有形固定資産 444,866,072,741     地方債 162,571,272,907

      事業用資産 236,156,789,018     長期未払金 -

        土地 87,859,854,798     退職手当引当金 22,920,339,000

        立木竹 582,071,000     損失補償等引当金 -

        建物 268,475,904,928     その他 -

        建物減価償却累計額 -142,141,951,222   流動負債 19,031,538,067

        工作物 19,317,934,851     １年内償還予定地方債 15,586,121,785

        工作物減価償却累計額 -10,245,297,246     未払金 7,243,026

        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 1,887,930,976

        航空機 -     預り金 1,550,242,280

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 204,523,149,974

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,308,271,909   固定資産等形成分 482,909,292,913

      インフラ資産 199,923,949,375   余剰分（不足分） -200,303,995,439

        土地 29,456,259,561

        建物 3,475,502,558

        建物減価償却累計額 -2,168,758,879

        工作物 376,479,560,154

        工作物減価償却累計額 -213,740,585,514

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,421,971,495

      物品 49,692,874,214

      物品減価償却累計額 -40,907,539,866

    無形固定資産 22,766,602

      ソフトウェア 22,766,602

      その他 -

    投資その他の資産 29,685,614,240

      投資及び出資金 14,793,167,021

        有価証券 5,650,000

        出資金 14,787,517,021

        その他 -

      投資損失引当金 -5,967,341,868

      長期延滞債権 2,377,618,647

      長期貸付金 11,329,499,020

      基金 7,295,657,661

        減債基金 312,034,440

        その他 6,983,623,221

      その他 -

      徴収不能引当金 -142,986,241

  流動資産 12,553,993,865

    現金預金 3,565,991,674

    未収金 712,347,151

    短期貸付金 96,338,140

    基金 8,238,501,190

      財政調整基金 8,238,501,190

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -59,184,290 純資産合計 282,605,297,474

資産合計 487,128,447,448 負債及び純資産合計 487,128,447,448

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 134,702,750,841

    その他 -

  臨時利益 32,542,730

    資産売却益 32,542,730

    資産除売却損 1,041,179,808

    投資損失引当金繰入額 1,393,329,115

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 131,913,625,288

  臨時損失 2,821,668,283

    災害復旧事業費 387,159,360

  経常収益 6,003,427,532

    使用料及び手数料 3,211,578,643

    その他 2,791,848,889

      社会保障給付 32,861,948,072

      他会計への繰出金 12,703,920,639

      その他 115,693,974

        その他 606,331,038

    移転費用 65,343,600,269

      補助金等 19,662,037,584

      その他の業務費用 1,788,277,485

        支払利息 979,775,916

        徴収不能引当金繰入額 202,170,531

        維持補修費 2,009,140,311

        減価償却費 15,461,602,603

        その他 -

        その他 4,459,910,671

      物件費等 40,868,958,609

        物件費 23,398,215,695

        職員給与費 22,820,671,496

        賞与等引当金繰入額 1,887,930,976

        退職手当引当金繰入額 747,703,314

  経常費用 137,917,052,820

    業務費用 72,573,452,551

      人件費 29,916,216,457

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 290,311,269,058 490,245,962,673 -199,934,693,615

  純行政コスト（△） -134,702,750,841 -134,702,750,841

  財源 126,911,380,652 126,911,380,652

    税収等 92,955,513,273 92,955,513,273

    国県等補助金 33,955,867,379 33,955,867,379

  本年度差額 -7,791,370,189 -7,791,370,189

  固定資産等の変動（内部変動） -7,422,068,098 7,422,068,098

    有形固定資産等の増加 10,101,030,604 -10,101,030,604

    有形固定資産等の減少 -16,504,825,655 16,504,825,655

    貸付金・基金等の増加 7,094,084,129 -7,094,084,129

    貸付金・基金等の減少 -8,112,357,176 8,112,357,176

  資産評価差額 4,365,764 4,365,764

  無償所管換等 81,032,574 81,032,574

  その他 267 - 267

  本年度純資産変動額 -7,705,971,584 -7,336,669,760 -369,301,824

本年度末純資産残高 282,605,297,474 482,909,292,913 -200,303,995,439

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,505,551,208

本年度歳計外現金増減額 44,691,072

本年度末歳計外現金残高 1,550,242,280

本年度末現金預金残高 3,565,991,674

    その他の収入 -

財務活動収支 2,635,860,644

本年度資金収支額 1,094,528,806

前年度末資金残高 921,220,588

本年度末資金残高 2,015,749,394

  財務活動支出 16,737,462,356

    地方債償還支出 16,737,462,356

    その他の支出 -

  財務活動収入 19,373,323,000

    地方債発行収入 19,373,323,000

    貸付金元金回収収入 472,308,477

    資産売却収入 34,585,974

    その他の収入 -

投資活動収支 -8,557,430,633

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,369,368,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 8,637,684,100

    国県等補助金収入 1,767,646,000

    基金取崩収入 6,363,143,649

【投資活動収支】

  投資活動支出 17,195,114,733

    公共施設等整備費支出 10,101,030,604

    基金積立金支出 3,237,207,761

    投資及び出資金支出 2,487,507,848

  臨時支出 387,159,360

    災害復旧事業費支出 387,159,360

    その他の支出 -

  臨時収入 85,340,877

業務活動収支 7,016,098,795

  業務収入 130,852,075,129

    税収等収入 92,879,164,585

    国県等補助金収入 32,102,880,502

    使用料及び手数料収入 3,209,392,831

    その他の収入 2,660,637,211

    移転費用支出 65,343,600,269

      補助金等支出 19,662,037,584

      社会保障給付支出 32,861,948,072

      他会計への繰出支出 12,703,920,639

      その他の支出 115,693,974

    業務費用支出 58,190,557,582

      人件費支出 31,196,029,811

      物件費等支出 25,407,356,006

      支払利息支出 979,775,916

      その他の支出 607,395,849

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 123,534,157,851


