
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 704,624,634,300   固定負債 373,972,543,749

    有形固定資産 677,419,946,075     地方債 258,470,431,194

      事業用資産 265,675,674,954     長期未払金 -

        土地 96,169,317,367     退職手当引当金 25,348,532,572

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

        建物 314,851,717,681     その他 90,153,579,983

        建物減価償却累計額 -168,671,665,021   流動負債 28,550,312,010

        工作物 21,132,557,396     １年内償還予定地方債 22,398,926,214

        工作物減価償却累計額 -10,779,190,730     未払金 2,065,769,123

        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 2,349,962,406

        航空機 -     預り金 1,674,319,783

        航空機減価償却累計額 -     その他 61,334,484

        その他 24,128,372 負債合計 402,522,855,759

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,366,738,889   固定資産等形成分 714,744,476,834

      インフラ資産 386,031,299,745   余剰分（不足分） -390,347,389,162

        土地 50,279,716,725

        建物 12,964,269,732

        建物減価償却累計額 -4,700,207,868

        工作物 567,298,563,578

        工作物減価償却累計額 -248,837,208,575

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,026,166,153

      物品 83,048,294,886

      物品減価償却累計額 -57,335,323,510

    無形固定資産 25,422,802

      ソフトウェア 22,766,602

      その他 2,656,200

    投資その他の資産 27,179,265,423

      投資及び出資金 6,674,817,868

        有価証券 5,650,000

        出資金 6,669,167,868

        その他 -

      投資損失引当金 -6,819,715

      長期延滞債権 3,184,867,481

      長期貸付金 8,567,909,020

      基金 7,895,728,100

        減債基金 312,034,440

        その他 7,583,693,660

      その他 1,172,928,518

      徴収不能引当金 -310,165,849

  流動資産 22,295,309,131

    現金預金 8,528,409,774

    未収金 3,816,042,334

    短期貸付金 96,338,140

    基金 10,023,504,394

      財政調整基金 10,023,504,394

      減債基金 -

    棚卸資産 101,530,433

    その他 50,000

    徴収不能引当金 -270,565,944 純資産合計 324,397,087,672

資産合計 726,919,943,431 負債及び純資産合計 726,919,943,431

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    その他 169,874,717

純行政コスト 211,258,643,117

    その他 278,648,969

  臨時利益 202,417,447

    資産売却益 32,542,730

    資産除売却損 1,594,097,541

    投資損失引当金繰入額 -6,659,533

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 209,207,814,227

  臨時損失 2,253,246,337

    災害復旧事業費 387,159,360

  経常収益 34,499,140,927

    使用料及び手数料 13,690,100,822

    その他 20,809,040,105

      社会保障給付 32,904,728,488

      他会計への繰出金 -

      その他 169,933,424

        その他 11,922,630,349

    移転費用 134,770,183,339

      補助金等 101,695,521,427

      その他の業務費用 14,968,545,927

        支払利息 2,488,294,582

        徴収不能引当金繰入額 557,620,996

        維持補修費 2,171,804,957

        減価償却費 22,842,371,506

        その他 605,639

        その他 6,225,034,790

      物件費等 56,793,151,761

        物件費 31,778,369,659

        職員給与費 27,719,126,781

        賞与等引当金繰入額 2,274,564,702

        退職手当引当金繰入額 956,347,854

  経常費用 243,706,955,154

    業務費用 108,936,771,815

      人件費 37,175,074,127

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：全体会計 （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 328,153,345,920 717,641,421,238 -389,488,075,318

  純行政コスト（△） -211,258,643,117 -211,258,643,117

  財源 205,193,794,698 205,193,794,698

    税収等 124,849,392,378 124,849,392,378

    国県等補助金 80,344,402,320 80,344,402,320

  本年度差額 -6,064,848,419 -6,064,848,419

  固定資産等の変動（内部変動） -5,631,948,742 5,631,948,742

    有形固定資産等の増加 19,905,217,059 -19,905,217,059

    有形固定資産等の減少 -24,548,281,205 24,548,281,205

    貸付金・基金等の増加 7,187,638,514 -7,187,638,514

    貸付金・基金等の減少 -8,176,523,110 8,176,523,110

  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 2,223,191,833 2,649,606,000 -426,414,167

  本年度純資産変動額 -3,756,258,248 -2,896,944,404 -859,313,844

本年度末純資産残高 324,397,087,672 714,744,476,834 -390,347,389,162

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：全体会計 （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 8,528,409,774

    その他の収入 322,139,631

財務活動収支 5,161,327,554

本年度資金収支額 -2,064,663,818

前年度末資金残高 9,042,831,312

本年度末資金残高 6,978,167,494

  財務活動支出 23,700,535,077

    地方債償還支出 23,680,411,643

    その他の支出 20,123,434

  財務活動収入 28,861,862,631

    地方債発行収入 28,539,723,000

    貸付金元金回収収入 473,578,477

    資産売却収入 34,585,974

    その他の収入 -489,170,000

投資活動収支 -18,347,537,157

【財務活動収支】

    貸付金支出 556,168,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 9,623,511,893

    国県等補助金収入 3,241,373,793

    基金取崩収入 6,363,143,649

【投資活動収支】

  投資活動支出 27,971,049,050

    公共施設等整備費支出 22,837,863,129

    基金積立金支出 4,097,933,201

    投資及び出資金支出 479,084,200

  臨時支出 665,808,329

    災害復旧事業費支出 387,159,360

    その他の支出 278,648,969

  臨時収入 255,215,594

業務活動収支 11,121,545,785

  業務収入 233,472,706,484

    税収等収入 124,325,784,405

    国県等補助金収入 78,491,415,443

    使用料及び手数料収入 13,333,502,697

    その他の収入 17,322,003,939

    移転費用支出 134,770,183,339

      補助金等支出 101,695,521,427

      社会保障給付支出 32,904,728,488

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 169,933,424

    業務費用支出 87,170,384,625

      人件費支出 38,581,666,790

      物件費等支出 34,375,839,344

      支払利息支出 2,488,294,582

      その他の支出 11,724,583,909

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 221,940,567,964


