
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産       8,760,066,213 　固定負債       4,436,542,988

　　有形固定資産       8,569,500,939 　　地方債等       3,899,235,483

　　　事業用資産       4,568,043,877 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,064,516,661 　　退職手当引当金         537,307,505

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,361,862,681 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △5,343,121,426 　流動負債         498,133,487

　　　　工作物         770,568,127 　　1年内償還予定地方債等         451,235,049

　　　　工作物減価償却累計額       △308,053,406 　　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          42,192,531

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,705,907

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       4,934,676,475

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          22,271,240 　固定資産等形成分      10,012,012,213

　　　インフラ資産       3,921,920,120 　余剰分（不足分）     △4,564,247,263

　　　　土地          70,961,756

　　　　建物           8,425,000

　　　　建物減価償却累計額         △5,210,370

　　　　工作物      12,293,398,526

　　　　工作物減価償却累計額     △8,470,407,032

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          24,752,240

　　　物品         307,763,084

　　　物品減価償却累計額       △228,226,142

　　無形固定資産          21,802,591

　　　ソフトウェア          21,802,591

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         168,762,683

　　　投資及び出資金         138,313,390

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他         119,005,134

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          24,789,199

　　　長期貸付金                  －

　　　基金           7,675,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           7,675,000

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △2,014,906

　流動資産       1,622,375,212

　　現金預金         364,509,978

　　未収金           6,972,707

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,251,946,000

　　　財政調整基金       1,050,129,000

　　　減債基金         201,817,000

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,053,473 純資産合計       5,447,764,950

資産合計      10,382,441,425 負債及び純資産合計      10,382,441,425



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  2,820,469,133

　業務費用                  1,795,638,462

　　人件費                    726,208,898

　　　職員給与費                    653,542,564

　　　賞与等引当金繰入額                     42,192,531

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     30,473,803

　　物件費等                  1,036,103,531

　　　物件費                    475,002,462

　　　維持補修費                     22,175,913

　　　減価償却費                    538,925,156

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     33,326,033

　　　支払利息                     27,127,388

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,597,868

　　　その他                      4,600,777

　移転費用                  1,024,830,671

　　補助金等                    546,538,791

　　社会保障給付                    248,729,937

　　他会計への繰出金                    228,992,943

　　その他                        569,000

経常収益                    121,912,388

　使用料及び手数料                     21,326,628

　その他                    100,585,760

純経常行政コスト                  2,698,556,745

臨時損失                     13,159,103

　災害復旧事業費                     11,092,540

　資産除売却損                      2,066,563

　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                     12,108,454

　資産売却益                     12,108,454

　その他                             －

純行政コスト                  2,699,607,394

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日



（単位：円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 5,499,780,691 10,268,512,846 △4,768,732,155

　純行政コスト（△） △2,699,607,394 △2,699,607,394

　財源 2,507,726,160 2,507,726,160

　　税収等 2,159,438,533 2,159,438,533

　　国県等補助金 348,287,627 348,287,627

　本年度差額 △191,881,234 △191,881,234

　固定資産等の変動（内部変動） △396,366,126 396,366,126

　　有形固定資産等の増加 145,829,515 △145,829,515

　　有形固定資産等の減少 △539,130,636 539,130,636

　　貸付金・基金等の増加 29,365,044 △29,365,044

　　貸付金・基金等の減少 △32,430,049 32,430,049

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 20,860,359 20,860,359

　その他 119,005,134 119,005,134 －

　本年度純資産変動額 △52,015,741 △256,500,633 204,484,892

本年度末純資産残高 5,447,764,950 10,012,012,213 △4,564,247,263

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

科目 合計



一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,278,176,740

　　業務費用支出                  1,253,346,069

　　　人件費支出                    724,903,860

　　　物件費等支出                    497,178,375

　　　支払利息支出                     27,127,388

　　　その他の支出                      4,136,446

　　移転費用支出                  1,024,830,671

　　　補助金等支出                    546,538,791

　　　社会保障給付支出                    248,729,937

　　　他会計への繰出支出                    228,992,943

　　　その他の支出                        569,000

　業務収入                  2,558,361,791

　　税収等収入                  2,157,384,657

　　国県等補助金収入                    322,561,961

　　使用料及び手数料収入                     21,003,328

　　その他の収入                     57,411,845

　臨時支出                     13,159,100

　　災害復旧事業費支出                     11,092,540

　　その他の支出                      2,066,560

　臨時収入                        913,000

業務活動収支                    267,938,951

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    174,829,515

　　公共施設等整備費支出                    145,829,515

　　基金積立金支出                             －

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     29,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     69,406,064

　　国県等補助金収入                     24,812,666

　　基金取崩収入                      1,506,500

　　貸付金元金回収収入                     29,261,000

　　資産売却収入                     12,313,931

　　その他の収入                      1,511,967

投資活動収支                  △105,423,451

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    451,670,097

　　地方債等償還支出                    451,670,097

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    259,600,000

　　地方債等発行収入                    259,600,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △192,070,097

本年度資金収支額                   △29,554,597

前年度末資金残高                    389,358,668

本年度末資金残高                    359,804,071

前年度末歳計外現金残高                      2,949,464

本年度歳計外現金増減額                      1,756,443

本年度末歳計外現金残高                      4,705,907

本年度末現金預金残高                    364,509,978

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日


