
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      17,579,155,375 　固定負債       3,382,318,836

　　有形固定資産      16,626,831,644 　　地方債       2,500,726,986

　　　事業用資産       6,141,327,977 　　長期未払金                  －

　　　　土地         492,391,964 　　退職手当引当金         867,534,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,239,926,351 　　その他          14,057,850

　　　　建物減価償却累計額     △7,614,418,953 　流動負債         381,392,317

　　　　工作物          10,178,460 　　1年内償還予定地方債         326,789,964

　　　　工作物減価償却累計額         △7,323,845 　　未払金                  －

　　　　船舶                  － 　　未払費用              24,383

　　　　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          44,921,560

　　　　航空機                  － 　　預り金           9,656,410

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       3,763,711,153

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          20,574,000 　固定資産等形成分      18,247,558,061

　　　インフラ資産      10,371,352,633 　余剰分（不足分）     △3,674,725,732

　　　　土地           5,446,445 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         533,312,600

　　　　建物減価償却累計額       △340,125,354

　　　　工作物      32,581,139,684

　　　　工作物減価償却累計額    △22,433,401,684

　　　　その他                   2

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          24,980,940

　　　物品         526,837,146

　　　物品減価償却累計額       △412,686,112

　　無形固定資産          81,227,218

　　　ソフトウェア          10,116,018

　　　その他          71,111,200

　　投資その他の資産         871,096,513

　　　投資及び出資金         393,515,254

　　　　有価証券              55,000

　　　　出資金         146,062,553

　　　　その他         247,397,701

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           6,251,055

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         471,898,593

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         471,898,593

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金           △568,389

　流動資産         757,388,107

　　現金預金          81,367,988

　　未収金           2,617,433

　　短期貸付金           5,000,000

　　基金         668,402,686

　　　財政調整基金         467,536,469

　　　減債基金         200,866,217

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      14,572,832,329

資産合計      18,336,543,482 負債及び純資産合計      18,336,543,482

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  3,523,663,178

　業務費用                  2,419,436,187

　　人件費                    552,641,934

　　　職員給与費                    467,775,779

　　　賞与等引当金繰入額                     44,921,560

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     39,944,595

　　物件費等                  1,851,630,922

　　　物件費                    646,948,028

　　　維持補修費                    194,455,944

　　　減価償却費                  1,010,226,950

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     15,163,331

　　　支払利息                     12,084,105

　　　徴収不能引当金繰入額                        568,389

　　　その他                      2,510,837

　移転費用                  1,104,226,991

　　補助金等                    601,201,660

　　社会保障給付                    196,478,211

　　他会計への繰出金                    294,513,016

　　その他                     12,034,104

経常収益                    142,696,419

　使用料及び手数料                     63,567,608

　その他                     79,128,811

純経常行政コスト                  3,380,966,759

臨時損失                   △10,997,222

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                   △10,997,222

　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                   △23,264,917

　資産売却益                   △23,264,917

　その他                             －

純行政コスト                  3,393,234,454

普通会計行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



18,774,780,022 △3,786,064,85714,988,715,165前年度末純資産残高

△3,393,234,454△3,393,234,454　純行政コスト（△）

2,977,351,6162,977,351,616　財源

2,285,677,2812,285,677,281　　税収等

691,674,335691,674,335　　国県等補助金

△415,882,838△415,882,838　本年度差額

△527,221,963 527,221,963　固定資産等の変動（内部変動）

525,608,940 △525,608,940　　有形固定資産等の増加

△1,052,618,235 1,052,618,235　　有形固定資産等の減少

188,881,430 △188,881,430　　貸付金・基金等の増加

△189,094,098 189,094,098　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

22　無償所管換等

－ －－　その他

△527,221,961 111,339,125△415,882,836　本年度純資産変動額

18,247,558,061 △3,674,725,73214,572,832,329本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

普通会計純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

一般会計等

至 平成31年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,510,876,169

　　業務費用支出                  1,406,649,178

　　　人件費支出                    550,649,990

　　　物件費等支出                    841,403,972

　　　支払利息支出                     12,084,379

　　　その他の支出                      2,510,837

　　移転費用支出                  1,104,226,991

　　　補助金等支出                    601,201,660

　　　社会保障給付支出                    196,478,211

　　　他会計への繰出支出                    294,513,016

　　　その他の支出                     12,034,104

　業務収入                  3,114,396,080

　　税収等収入                  2,284,868,646

　　国県等補助金収入                    691,674,335

　　使用料及び手数料収入                     63,695,108

　　その他の収入                     74,157,991

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                    603,519,911

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    690,132,162

　　公共施設等整備費支出                    498,360,000

　　基金積立金支出                    186,137,162

　　投資及び出資金支出                        635,000

　　貸付金支出                      5,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    191,794,229

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    188,919,579

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      2,874,650

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △498,337,933

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    463,169,820

　　地方債償還支出                    463,169,820

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    401,233,000

　　地方債発行収入                    401,233,000

　　その他の収入                             －

普通会計資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △61,936,820

本年度資金収支額                     43,245,158

前年度末資金残高                     14,408,570

本年度末資金残高                     57,653,728

前年度末歳計外現金残高                     25,610,343

本年度歳計外現金増減額                    △1,896,083

本年度末歳計外現金残高                     23,714,260

本年度末現金預金残高                     81,367,988

普通会計資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額


