
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 48,131,601,762  固定負債 12,847,116,485

    有形固定資産 47,919,177,984    地方債 1,227,891,149

      事業用資産 47,367,134,683    長期未払金 8,660,255,000

        土地 -    退職手当引当金 2,859,253,720

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 87,364,223,689    その他 99,716,616

        建物減価償却累計額 -46,753,470,335  流動負債 3,722,213,131

        工作物 121,646,194,000    １年内償還予定地方債 273,242,817

        工作物減価償却累計額 -115,069,562,071    未払金 1,165,130,000

        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 294,151,975

        航空機 -    預り金 1,951,747,075

        航空機減価償却累計額 -    その他 37,941,264

        その他 -負債合計 16,569,329,616

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 179,749,400  固定資産等形成分 48,131,601,762

      インフラ資産 -  余剰分（不足分） -14,617,582,541

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 885,455,762

      物品減価償却累計額 -333,412,461

    無形固定資産 210,555,378

      ソフトウェア 210,555,378

      その他 -

    投資その他の資産 1,868,400

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 1,868,400

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,951,747,075

    現金預金 1,951,747,075

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -純資産合計 33,514,019,221

資産合計 50,083,348,837負債及び純資産合計 50,083,348,837

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 16,450,798,431

    業務費用 16,370,704,917

      人件費 4,316,764,319

        職員給与費 3,726,550,122

        賞与等引当金繰入額 294,151,975

        退職手当引当金繰入額 288,493,022

        その他 7,569,200

      物件費等 11,889,882,514

        物件費 2,872,821,204

        維持補修費 2,657,772,294

        減価償却費 6,359,289,016

        その他 -

      その他の業務費用 164,058,084

        支払利息 162,666,229

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 1,391,855

    移転費用 80,093,514

      補助金等 51,254,814

      社会保障給付 28,775,000

      他会計への繰出金 -

      その他 63,700

  経常収益 4,169,590,243

    使用料及び手数料 14,839,583

    その他 4,154,750,660

純経常行政コスト 12,281,208,188

  臨時損失 405,254,881

    災害復旧事業費 405,254,881

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 12,684,814,085

    その他 -

  臨時利益 1,648,984

    資産売却益 1,648,984



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 37,831,106,886 53,810,370,112 -15,979,263,226

  純行政コスト（△） -12,684,814,085 -12,684,814,085

  財源 8,367,726,418 8,367,726,418

    税収等 8,221,330,418 8,221,330,418

    国県等補助金 146,396,000 146,396,000

  本年度差額 -4,317,087,667 -4,317,087,667

  固定資産等の変動（内部変動） -5,678,768,352 5,678,768,352

    有形固定資産等の増加 680,520,680 -680,520,680

    有形固定資産等の減少 -6,359,289,032 6,359,289,032

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2 2

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -4,317,087,665 -5,678,768,350 1,361,680,685

本年度末純資産残高 33,514,019,221 48,131,601,762 -14,617,582,541

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



【様式第4号】

（単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,237,134,006

    業務費用支出 10,157,040,492

      人件費支出 4,462,388,910

      物件費等支出 5,530,593,498

      支払利息支出 162,666,229

      その他の支出 1,391,855

    移転費用支出 80,093,514

      補助金等支出 51,254,814

      社会保障給付支出 28,775,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 63,700

  業務収入 12,390,920,661

    税収等収入 8,221,330,418

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 14,839,583

    その他の収入 4,154,750,660

  臨時支出 405,254,881

    災害復旧事業費支出 405,254,881

    その他の支出 -

  臨時収入 133,775,000

業務活動収支 1,882,306,774

【投資活動収支】

  投資活動支出 104,800,490

    公共施設等整備費支出 104,800,490

    基金積立金支出 -

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 14,270,000

    国県等補助金収入 12,621,000

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,649,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -90,530,490

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,040,776,284

    地方債償還支出 325,937,710

    その他の支出 1,714,838,574

  財務活動収入 249,000,000

    地方債発行収入 249,000,000

前年度末歳計外現金残高 25,844,788

本年度歳計外現金増減額 1,925,902,287

本年度末歳計外現金残高 1,951,747,075

本年度末現金預金残高 1,951,747,075

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,791,776,284

本年度資金収支額 -

前年度末資金残高 -

本年度末資金残高 -


