
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,761,399,292 固定負債 5,438,511,745

有形固定資産 10,546,238,213 地方債等 5,192,764,478
事業用資産 5,518,014,726 長期未払金 -

土地 1,650,934,581 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 245,747,267
建物減価償却累計額 △ 5,108,941,805 流動負債 729,908,823
工作物 781,020,855 1年内償還予定地方債等 535,328,018
工作物減価償却累計額 △ 385,016,810 未払金 1,745,300
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 41,312,331
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 - 6,168,420,568
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 14,664,154,540

インフラ資産 4,877,723,771 余剰分（不足分） △ 5,352,999,082
土地 2,449,002,176
建物 2,553,815,229
建物減価償却累計額 △ 1,642,357,457
工作物 13,675,262,684
工作物減価償却累計額 △ 12,320,054,700
その他 611,910,406
その他減価償却累計額 △ 451,863,367
建設仮勘定 2,008,800

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 3,215,161,079
投資及び出資金 1,651,857,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,573,213,363
その他 -

投資損失引当金 △ 63,199,331
長期延滞債権 219,491,477
長期貸付金 -
基金 1,418,193,478

減債基金 99,150,501
その他 1,319,042,977

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 12,204,790

流動資産 1,718,176,734
現金預金 743,227,738
未収金 49,374,080
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 △ 1,398,036

繰延資産 - 9,311,155,458
15,479,576,026 15,479,576,026

※ 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。

全体貸借対照表
（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 4,376,233,146
業務費用 2,411,564,137

人件費 767,140,295
職員給与費 503,594,566
賞与等引当金繰入額 40,394,474
退職手当引当金繰入額 -
その他 223,151,255

物件費等 1,516,387,505
物件費 1,042,434,568
維持補修費 46,879,465
減価償却費 426,757,957
その他 315,515

その他の業務費用 128,036,337
支払利息 78,474,312
徴収不能引当金繰入額 4,112,659
その他 45,449,366

移転費用 1,964,669,009
補助金等 1,673,707,761
社会保障給付 284,498,793
他会計への繰出金 0
その他 6,462,455

経常収益 947,056,133
使用料及び手数料 292,871,143
その他 654,184,990

純経常行政コスト 3,429,177,013
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 3,430,068,334

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 8,312,135,950 14,481,179,234 △ 6,169,043,284

純行政コスト（△） △ 3,430,068,334 △ 3,430,068,334

財源 4,429,087,842 4,429,087,842

税収等 2,975,710,700 2,975,710,700

国県等補助金 1,453,377,142 1,453,377,142

本年度差額 999,019,508 999,019,508

固定資産等の変動（内部変動） 182,975,306 △ 182,975,306

有形固定資産等の増加 264,776,935 △ 264,776,935

有形固定資産等の減少 △ 429,320,856 429,320,856

貸付金・基金等の増加 395,893,920 △ 395,893,920

貸付金・基金等の減少 △ 48,374,693 48,374,693

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 999,019,508 182,975,306 816,044,202

本年度末純資産残高 9,311,155,458 14,664,154,540 △ 5,352,999,082

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 3,969,172,975

業務費用支出 2,004,503,966
人件費支出 765,245,808
物件費等支出 1,089,116,348
支払利息支出 78,474,312
その他の支出 71,667,498

移転費用支出 1,964,669,009
補助金等支出 1,673,707,761
社会保障給付支出 284,498,793
他会計への繰出支出 0
その他の支出 6,462,455

業務収入 4,768,952,718
税収等収入 2,977,443,229
国県等補助金収入 1,453,377,142
使用料及び手数料収入 290,649,318
その他の収入 47,483,029

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 799,779,743
【投資活動収支】

投資活動支出 600,292,526
公共施設等整備費支出 260,850,626
基金積立金支出 335,366,900
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 0
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 △ 594,482,546
【財務活動収支】

財務活動支出 529,060,436
地方債償還支出 529,060,436
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 △ 338,852,436
△ 133,555,239

725,259,803
591,704,564

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 743,227,738

※ 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

全体資金収支計算書
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


