
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 11,791,517,284 固定負債 4,495,070,240

有形固定資産 11,368,998,878 地方債 3,356,747,000

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 845,695,000

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 1,488,240

建物減価償却累計額 △7,217,744,974 流動負債 577,622,156

工作物 451,795,506 1年内償還予定地方債 512,049,000

工作物減価償却累計額 △234,885,835 未払金 -

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 51,829,993

航空機 - 預り金 13,056,283

航空機減価償却累計額 - その他 686,880

その他 - 5,072,692,396

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 12,193,153,390

インフラ資産 7,099,013,377 余剰分（不足分） △4,845,453,825

土地 275,971,040

建物 -

建物減価償却累計額 -

工作物 18,258,352,487

工作物減価償却累計額 △11,445,980,550

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 10,670,400

物品 167,413,094

物品減価償却累計額 △85,101,558

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 420,463,382

投資及び出資金 111,167,000

有価証券 28,380,000

出資金 7,862,000

その他 74,925,000

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 133,402,734

長期貸付金 1,695,634

基金 183,090,924

減債基金 23,558,697

その他 159,532,227

その他 -

徴収不能引当金 △3,892,910

流動資産 628,874,677

現金預金 219,974,847

未収金 7,278,067

短期貸付金 1,577,996

基金 400,058,110

財政調整基金 400,058,110

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △14,343 7,347,699,565

12,420,391,961 12,420,391,961

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（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 3,397,060,883

業務費用 2,034,155,610

人件費 682,197,035

職員給与費 555,402,257

賞与等引当金繰入額 51,829,993

退職手当引当金繰入額 37,964,000

その他 37,000,785

物件費等 1,299,587,984

物件費 627,696,446

維持補修費 130,767,006

減価償却費 541,124,532

その他 -

その他の業務費用 52,370,591

支払利息 34,602,899

徴収不能引当金繰入額 3,878,677

その他 13,889,015

移転費用 1,362,905,273

補助金等 574,182,511

社会保障給付 420,254,751

他会計への繰出金 365,115,666

その他 3,352,345

経常収益 99,470,043

使用料及び手数料 53,759,590

その他 45,710,453

純経常行政コスト 3,297,590,840

臨時損失 79,575,233

災害復旧事業費 34,825,637

資産除売却損 44,749,596

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

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 3,329,374,267

【様式第２号】

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



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 8,276,854,703 13,138,210,794 △4,861,356,091

純行政コスト（△） △3,329,374,267 △3,329,374,267

財源 2,857,806,586 2,857,806,586

税収等 2,392,651,213 2,392,651,213

国県等補助金 465,155,373 465,155,373

本年度差額 △471,567,681 △471,567,681

固定資産等の変動（内部変動） △487,469,947 487,469,947

有形固定資産等の増加 96,581,211 △96,581,211

有形固定資産等の減少 △596,177,301 596,177,301

貸付金・基金等の増加 54,063,845 △54,063,845

貸付金・基金等の減少 △41,937,702 41,937,702

資産評価差額 5,582,500 5,582,500

無償所管換等 △463,169,957 △463,169,957

その他 - - -

本年度純資産変動額 △929,155,138 △945,057,404 15,902,266

本年度末純資産残高 7,347,699,565 12,193,153,390 △4,845,453,825

【様式第３号】

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

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 2,805,921,827

業務費用支出 1,443,016,554
人件費支出 641,378,451
物件費等支出 758,463,452
支払利息支出 34,603,099
その他の支出 8,571,552

移転費用支出 1,362,905,273
補助金等支出 574,182,511
社会保障給付支出 420,254,751
他会計への繰出支出 365,115,666
その他の支出 3,352,345

業務収入 2,946,200,340
税収等収入 2,397,338,150
国県等補助金収入 448,695,776
使用料及び手数料収入 53,974,042
その他の収入 46,192,372

臨時支出 34,825,637
災害復旧事業費支出 34,825,637
その他の支出 -

臨時収入 11,835,597
業務活動収支 117,288,473
【投資活動収支】

投資活動支出 134,958,122
公共施設等整備費支出 96,581,211
基金積立金支出 38,376,911
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 35,209,053
国県等補助金収入 4,624,000
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 -

投資活動収支 △99,749,069
【財務活動収支】

財務活動支出 399,226,680
地方債償還支出 398,539,800
その他の支出 686,880

財務活動収入 274,300,000
地方債発行収入 274,300,000
その他の収入 -

財務活動収支 △124,926,680
△107,387,276
314,305,840
206,918,564

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 219,974,847

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

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 金額


