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【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成31年 3月31日現在）

平成30年度

一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 6,683,045,514 固定負債 2,786,654,769

有形固定資産 6,054,587,722 地方債 2,548,955,704
事業用資産 4,420,097,686 長期未払金 0

土地 455,845,386 退職手当引当金 237,699,065
立木竹 1,489,771,366 損失補償等引当金 0
建物 11,387,822,844 その他 0
建物減価償却累計額 △9,008,042,500 流動負債 282,566,705
工作物 72,871,000 1年内償還予定地方債 247,737,654
工作物減価償却累計額 △7,010,730 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 21,541,129
航空機 0 預り金 13,287,922
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 負債合計 3,069,221,474
その他減価償却累計額 0

【総資産の部】建設仮勘定 28,840,320
固定資産等形成分 7,615,660,514インフラ資産 1,552,903,023
余剰分(不足分） △2,733,106,777土地 80,634,890

建物 232,387,012
建物減価償却累計額 △232,386,997

16,899,105,778工作物
工作物減価償却累計額 △15,434,954,140
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 8,116,480

物品 288,655,654
物品減価償却累計額 △207,068,641

無形固定資産 25,093,260
ソフトウェア 25,093,260
その他 0

投資その他の資産 603,364,532
投資及び出資金 130,688,725

有価証券 119,599,469
出資金 11,089,256
その他 0

投資損失引当金 △51,377,023
長期延滞債権 8,357,571
長期貸付金 3,000,000
基金 512,862,410

減債基金 0
その他 512,862,410

その他 0
徴収不能引当金 △167,151

流動資産 1,268,729,697
現金預金 334,484,763
未収金 1,663,198
短期貸付金 0
基金 932,615,000

財政調整基金 931,640,000
減債基金 975,000

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △33,264

繰延資産 0 純資産合計 4,882,553,737

資産合計 7,951,775,211 負債及び純資産合計 7,951,775,211



【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般会計等 （単位：円）

科目 金額

経常費用      2,773,757,205

業務費用      1,603,383,999

人件費        443,860,267

職員給与費        385,434,254

賞与等引当金繰入額         21,541,129

退職手当引当金繰入額                  0

その他         36,884,884

物件費等      1,139,196,159

物件費        527,581,042

        14,596,632維持補修費

減価償却費        595,041,845

その他          1,976,640

その他の業務費用         20,327,573

支払利息         14,615,662

徴収不能引当金繰入額              3,893

その他          5,708,018

移転費用      1,170,373,206

補助金等        405,999,523

社会保障給付        128,547,450

他会計への繰出金        632,572,231

その他          3,254,002

経常収益        106,859,665

使用料及び手数料         58,055,018

        48,804,647その他

純経常行政コスト      2,666,897,540

臨時損失            593,448

災害復旧事業費                  0

資産除売却損                  0

投資損失引当金繰入額            593,448

損失補償等引当金繰入額                  0

その他                  0

臨時利益          2,587,194

資産売却益          2,587,194

その他                  0

純行政コスト      2,664,903,794



【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自 平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日至

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 5,578,896,778 8,236,887,756 △2,657,990,978

純行政コスト(△) △2,664,903,794 △2,664,903,794

財源 1,967,824,408 1,967,824,408

税収等 1,708,497,589 1,708,497,589

国県等補助金 259,326,819 259,326,819

本年度差額 △697,079,386 △697,079,386

固定資産等の変動(内部変動) △616,601,300 616,601,300

有形固定資産等の増加 270,723,975 △270,723,975

有形固定資産等の減少 △595,041,845 595,041,845

△55,413,569貸付金・基金等の増加 55,413,569

貸付金・基金等の減少 347,696,999△347,696,999

資産評価差額 736,345 736,345

無償所管換等 0 0

その他 0 △5,362,287 5,362,287

△621,227,242本年度純資産変動額 △696,343,041 △75,115,799

4,882,553,737 7,615,660,514 △2,733,106,777本年度末純資産残高



【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日
（単位：円）一般会計等

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出     2,177,276,042

業務費用支出     1,006,902,836
人件費支出       442,424,842
物件費等支出       546,560,837
支払利息支出        14,615,662
その他の支出         3,301,495

移転費用支出     1,170,373,206
補助金等支出       405,999,523
社会保障給付支出       128,547,450
他会計への繰出支出       632,572,231
その他の支出         3,254,002

業務収入     2,033,929,008
税収等収入     1,708,198,318
国県等補助金収入       218,617,669
使用料及び手数料収入        58,308,374
その他の収入        48,804,647

臨時支出                 0
災害復旧事業費支出                 0
その他の支出                 0

臨時収入                 0

業務活動収支     △143,347,034

【投資活動収支】
投資活動支出       316,211,990

公共施設等整備費支出       270,723,975
基金積立金支出        45,488,015
投資及び出資金支出                 0
貸付金支出                 0
その他の支出                 0

投資活動収入       397,153,244
国県等補助金収入        48,616,050
基金取崩収入       345,950,000
貸付金元金回収収入                 0
資産売却収入         2,587,194
その他の収入                 0

投資活動収支        80,941,254

【財務活動収支】
財務活動支出       231,710,633

地方債償還支出       231,710,633
その他の支出                 0

財務活動収入       274,142,000
地方債発行収入       274,142,000
その他の収入                 0

財務活動収支        42,431,367

本年度資金収支額      △19,974,413

前年度末資金残高       341,171,254

本年度末資金残高       321,196,841

前年度末歳計外現金残高        15,537,945

本年度歳計外現金増減額       △2,250,023

本年度末歳計外現金残高        13,287,922

本年度末現金預金残高       334,484,763


