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

　固定資産      21,265,301,345 　固定負債       4,868,420,965

　　有形固定資産      20,232,306,866 　　地方債等       3,944,318,115

　　　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         910,045,000

　　　　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         525,720,358

　　　　工作物          10,178,460 　　1年内償還予定地方債等         469,337,760

　　　　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          46,701,805

　　　　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       5,394,141,323

　　　　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      22,052,171,585

　　　インフラ資産      13,975,009,437 　余剰分（不足分）     △5,257,497,886

　　　　土地          19,673,489 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,066,523,000

　　　　建物減価償却累計額       △697,854,820

　　　　工作物      40,050,946,455

　　　　工作物減価償却累計額    △26,521,886,429

　　　　その他                   2

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          57,607,740

　　　物品         530,830,525

　　　物品減価償却累計額       △414,861,073

　　無形固定資産          81,982,913

　　　ソフトウェア          10,116,018

　　　その他          71,866,895

　　投資その他の資産         951,011,566

　　　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           8,864,540

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         550,309,426

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         550,309,426

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,677,654

　流動資産         923,513,677

　　現金預金         127,780,980

　　未収金           5,449,334

　　短期貸付金           5,000,000

　　基金         785,283,363

　　　財政調整基金         584,417,146

　　　減債基金         200,866,217

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      16,794,673,699

資産合計      22,188,815,022 負債及び純資産合計      22,188,815,022

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  4,837,480,404

　業務費用                  3,047,558,498

　　人件費                    573,627,716

　　　職員給与費                    486,769,316

　　　賞与等引当金繰入額                     46,701,805

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     40,156,595

　　物件費等                  2,410,805,092

　　　物件費                  1,052,614,008

　　　維持補修費                    192,835,944

　　　減価償却費                  1,165,355,140

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     63,125,690

　　　支払利息                     35,575,260

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,674,627

　　　その他                     25,875,803

　移転費用                  1,789,921,906

　　補助金等                  1,581,409,591

　　社会保障給付                    196,478,211

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     12,034,104

経常収益                    596,205,660

　使用料及び手数料                    205,153,389

　その他                    391,052,271

純経常行政コスト                  4,241,274,744

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                  4,253,542,439

単体行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



22,493,908,833 △5,411,173,83317,082,735,000前年度末純資産残高 －

△4,253,542,439△4,253,542,439　純行政コスト（△） －

3,964,481,1363,964,481,136　財源 －

2,629,737,4882,629,737,488　　税収等 －

1,334,743,6481,334,743,648　　国県等補助金 －

△289,061,303△289,061,303　本年度差額 －

△442,737,250 442,737,250　固定資産等の変動（内部変動） －

1,466,396,940 △1,466,396,940　　有形固定資産等の増加 －

△1,931,502,025 1,931,502,025　　有形固定資産等の減少 －

211,461,933 △211,461,933　　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

1,000,0021,000,002　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△441,737,248 153,675,947△288,061,301　本年度純資産変動額 －

22,052,171,585 △5,257,497,88616,794,673,699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

単体純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

全体

至 平成31年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,666,991,841

　　業務費用支出                  1,877,069,935

　　　人件費支出                    571,515,435

　　　物件費等支出                  1,245,449,952

　　　支払利息支出                     35,575,534

　　　その他の支出                     24,529,014

　　移転費用支出                  1,789,921,906

　　　補助金等支出                  1,581,409,591

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     12,034,104

　業務収入                  4,538,185,170

　　税収等収入                  2,627,583,019

　　国県等補助金収入                  1,334,743,648

　　使用料及び手数料収入                    205,289,597

　　その他の収入                    370,568,906

　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                    871,193,329

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    928,198,327

　　公共施設等整備費支出                    714,392,400

　　基金積立金支出                    208,170,927

　　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                  △736,404,098

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    606,799,867

　　地方債等償還支出                    606,799,867

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    520,133,000

　　地方債等発行収入                    520,133,000

　　その他の収入                             －

単体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △86,666,867

本年度資金収支額                     48,122,364

前年度末資金残高                     55,944,356

本年度末資金残高                    104,066,720

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                    127,780,980

単体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額


