
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 13,741,320,663 固定負債 6,306,093,776

有形固定資産 13,293,997,844 地方債等 4,578,520,671

事業用資産 4,187,673,965 長期未払金 -

土地 2,034,639,431 退職手当引当金 907,828,000

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 291,140,000

建物 9,049,440,648 その他 528,605,105

建物減価償却累計額 △7,217,744,974 流動負債 708,847,437

工作物 451,795,506 1年内償還予定地方債等 623,041,922

工作物減価償却累計額 △234,885,835 未払金 13,376,927

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 57,869,898

航空機 - 預り金 13,871,810

航空機減価償却累計額 - その他 686,880

その他 - 7,014,941,213

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 27,800,000 固定資産等形成分 14,319,814,461

インフラ資産 8,980,902,307 余剰分（不足分） △6,356,336,480

土地 332,073,754 他団体出資等分 -

建物 115,840,632

建物減価償却累計額 △75,733,481

工作物 21,296,296,034

工作物減価償却累計額 △12,751,650,272

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 64,075,640

物品 483,708,318

物品減価償却累計額 △358,286,746

無形固定資産 2,055,024

ソフトウェア 2,055,024

その他 -

投資その他の資産 445,267,795

投資及び出資金 36,242,000

有価証券 28,380,000

出資金 7,862,000

その他 -

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 161,821,183

長期貸付金 1,695,634

基金 255,917,362

減債基金 23,558,697

その他 232,358,665

その他 -

徴収不能引当金 △5,408,384

流動資産 1,237,098,531

現金預金 604,443,675

未収金 58,575,382

短期貸付金 1,577,996

基金 576,915,802

財政調整基金 576,915,802

減債基金 -

棚卸資産 7,200,019

その他 -

徴収不能引当金 △11,614,343
繰延資産 - 7,963,477,981

14,978,419,194 14,978,419,194

【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 5,072,082,856

業務費用 2,452,193,043

人件費 758,613,157

職員給与費 621,219,474

賞与等引当金繰入額 57,869,898

退職手当引当金繰入額 42,397,000

その他 37,126,785

物件費等 1,586,749,419

物件費 849,260,680

維持補修費 130,767,006

減価償却費 606,721,733

その他 -

その他の業務費用 106,830,467

支払利息 60,922,673

徴収不能引当金繰入額 5,798,845

その他 40,108,949

移転費用 2,619,889,813

補助金等 2,196,236,517

社会保障給付 420,254,751

他会計への繰出金 -

その他 3,398,545

経常収益 296,707,397

使用料及び手数料 234,581,740

その他 62,125,657

純経常行政コスト 4,775,375,459

臨時損失 79,775,036

災害復旧事業費 34,825,637

資産除売却損 44,889,959

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 59,440

臨時利益 47,791,806

資産売却益 4,914,806

その他 42,877,000

純行政コスト 4,807,358,689

【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 8,802,611,830 15,253,860,123 △6,451,248,293 -

純行政コスト（△） △4,807,358,689 △4,807,358,689 -

財源 4,425,812,297 4,425,812,297 -

税収等 3,006,168,092 3,006,168,092 -

国県等補助金 1,419,644,205 1,419,644,205 -

本年度差額 △381,546,392 △381,546,392 -

固定資産等の変動（内部変動） △476,458,205 476,458,205

有形固定資産等の増加 175,788,644 △175,788,644

有形固定資産等の減少 △661,914,865 661,914,865

貸付金・基金等の増加 68,943,578 △68,943,578

貸付金・基金等の減少 △59,275,562 59,275,562

資産評価差額 5,582,500 5,582,500

無償所管換等 △463,169,957 △463,169,957

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 △839,133,849 △934,045,662 94,911,813 -

本年度末純資産残高 7,963,477,981 14,319,814,461 △6,356,336,480 -

【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 4,428,322,964

業務費用支出 1,808,433,151
人件費支出 712,843,133
物件費等支出 998,682,511
支払利息支出 60,923,456
その他の支出 35,984,051

移転費用支出 2,619,889,813
補助金等支出 2,196,236,517
社会保障給付支出 420,254,751
他会計への繰出支出 -
その他の支出 3,398,545

業務収入 4,674,757,501
税収等収入 3,013,812,717
国県等補助金収入 1,366,334,528
使用料及び手数料収入 232,920,680
その他の収入 61,689,576

臨時支出 34,885,077
災害復旧事業費支出 34,825,637
その他の支出 59,440

臨時収入 11,835,597
業務活動収支 223,385,057
【投資活動収支】

投資活動支出 195,069,276
公共施設等整備費支出 156,138,644
基金積立金支出 38,930,632
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 53,284,053
国県等補助金収入 20,932,000
基金取崩収入 12,401,920
貸付金元金回収収入 2,965,154
資産売却収入 15,217,979
その他の収入 1,767,000

投資活動収支 △141,785,223
【財務活動収支】

財務活動支出 487,944,651
地方債等償還支出 487,257,771
その他の支出 686,880

財務活動収入 331,500,000
地方債等発行収入 331,500,000
その他の収入 -

財務活動収支 △156,444,651
△74,844,817
666,232,209
591,387,392

前年度末歳計外現金残高 4,386,022
本年度歳計外現金増減額 8,670,261
本年度末歳計外現金残高 13,056,283
本年度末現金預金残高 604,443,675

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


