
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,173,584,495 固定負債 4,125,454,683

有形固定資産 9,123,553,589 地方債 4,125,454,683
事業用資産 5,171,261,939 長期未払金 -

土地 1,304,181,794 退職手当引当金 0
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,559,947,415 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,108,941,805 流動負債 517,592,924
工作物 781,020,855 1年内償還予定地方債 328,733,327
工作物減価償却累計額 △ 385,016,810 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 37,336,423
航空機 - 預り金 151,523,174
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 4,643,047,607
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 20,070,490 固定資産等形成分 13,076,339,743

インフラ資産 3,801,791,934 余剰分（不足分） △ 4,052,767,502
土地 2,417,697,879
建物 2,431,451,050
建物減価償却累計額 △ 1,585,317,966
工作物 11,367,964,066
工作物減価償却累計額 △ 10,830,003,095
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 539,213,837
物品減価償却累計額 △ 388,714,121

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 3,050,030,906
投資及び出資金 1,722,857,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,644,213,363
その他 -

投資損失引当金 △ 63,199,331
長期延滞債権 77,876,657
長期貸付金 -
基金 1,324,634,411

減債基金 99,150,501
その他 1,225,483,910

その他 -
徴収不能引当金 △ 12,138,076

流動資産 1,493,035,353
現金預金 548,869,761
未収金 18,586,104
短期貸付金 0
基金 902,755,248

財政調整基金 902,755,248
減債基金 -

棚卸資産 24,217,704
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,393,464 9,023,572,241

13,666,619,848 13,666,619,848

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

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）

経常費用 3,204,289,950
業務費用 2,033,822,801

人件費 708,629,674
職員給与費 451,256,296
賞与等引当金繰入額 37,336,423
退職手当引当金繰入額 -
その他 220,036,955

物件費等 1,266,305,871
物件費 846,182,204
維持補修費 37,788,224
減価償却費 382,335,443
その他 -

その他の業務費用 58,887,256
支払利息 43,008,265
徴収不能引当金繰入額 4,041,373
その他 11,837,618

移転費用 1,170,467,149
補助金等 576,834,535
社会保障給付 284,498,793
他会計への繰出金 308,497,466
その他 636,355

経常収益 707,512,130
使用料及び手数料 52,485,686
その他 655,026,444

純経常行政コスト △ 2,496,777,820
臨時損失 902,120

災害復旧事業費 -
資産除売却損 902,120
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 10,799
資産売却益 10,799
その他 -

純行政コスト △ 2,497,669,141

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 8,160,048,463 12,894,758,997 △ 4,734,710,534

純行政コスト（△） △ 2,497,669,141 △ 2,497,669,141

財源 3,361,192,919 3,361,192,919

税収等 2,594,978,794 2,594,978,794

国県等補助金 766,214,125 766,214,125

本年度差額 863,523,778 863,523,778

固定資産等の変動（内部変動） 181,580,746 △ 181,580,746

有形固定資産等の増加 238,234,525 △ 238,234,525

有形固定資産等の減少 △ 384,635,443 384,635,443

貸付金・基金等の増加 354,513,823 △ 354,513,823

貸付金・基金等の減少 △ 26,532,159 26,532,159

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 863,523,778 181,580,746 681,943,032

本年度末純資産残高 9,023,572,241 13,076,339,743 △ 4,052,767,502

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 2,839,087,020

業務費用支出 1,668,619,871
人件費支出 706,096,999
物件費等支出 883,970,428
支払利息支出 43,008,265
その他の支出 35,544,179

移転費用支出 1,170,467,149
補助金等支出 576,834,535
社会保障給付支出 284,498,793
他会計への繰出支出 308,497,466
その他の支出 636,355

業務収入 3,449,700,791
税収等収入 2,598,247,695
国県等補助金収入 766,214,125
使用料及び手数料収入 46,249,491
その他の収入 38,989,480

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 610,613,771
【投資活動収支】

投資活動支出 552,041,726
公共施設等整備費支出 235,891,826
基金積立金支出 312,074,900
投資及び出資金支出 1,075,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 5,809,980
国県等補助金収入 -
基金取崩収入 2,669,000
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 140,980
その他の収入 -

投資活動収支 △ 546,231,746
【財務活動収支】

財務活動支出 314,353,740
地方債償還支出 314,353,740
その他の支出 -

財務活動収入 190,208,000
地方債発行収入 190,208,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 124,145,740
△ 59,763,715

457,110,302
397,346,587

前年度末歳計外現金残高 152,052,971
本年度歳計外現金増減額 △ 529,797
本年度末歳計外現金残高 151,523,174
本年度末現金預金残高 548,869,761

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


