
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産       9,936,773,871 　固定負債       5,287,107,846

　　有形固定資産       9,844,862,807 　　地方債等       4,366,403,177

　　　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         383,397,164

　　　　建物減価償却累計額     △5,343,121,426 　流動負債         547,437,451

　　　　工作物         770,568,127 　　1年内償還予定地方債等         492,550,796

　　　　工作物減価償却累計額       △308,053,406 　　未払金           5,245,970

　　　　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          44,670,778

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,705,907

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他             264,000

　　　　その他                  － 負債合計       5,834,545,297

　　　　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      11,208,719,871

　　　インフラ資産       5,038,057,038 　余剰分（不足分）     △5,055,787,619

　　　　土地         175,731,671 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △63,344,686

　　　　工作物      14,300,167,220

　　　　工作物減価償却累計額     △9,526,250,364

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          24,752,240

　　　物品         836,960,358

　　　物品減価償却累計額       △598,198,466

　　無形固定資産          23,325,391

　　　ソフトウェア          23,325,391

　　　その他                  －

　　投資その他の資産          68,585,673

　　　投資及び出資金          19,308,256

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          41,954,305

　　　長期貸付金                  －

　　　基金          11,675,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他          11,675,000

全体会計

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △4,351,888

　流動資産       2,050,703,678

　　現金預金         733,206,284

　　未収金          44,038,372

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,271,946,000

　　　財政調整基金       1,070,129,000

　　　減債基金         201,817,000

　　棚卸資産           7,000,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △5,486,978

　繰延資産                  － 純資産合計       6,152,932,252

資産合計      11,987,477,549 負債及び純資産合計      11,987,477,549



（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,188,726,341

　業務費用                  2,001,920,052

　　人件費                    768,872,321

　　　職員給与費                    693,435,740

　　　賞与等引当金繰入額                     44,934,778

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     30,501,803

　　物件費等                  1,162,787,822

　　　物件費                    538,681,353

　　　維持補修費                     25,718,722

　　　減価償却費                    598,387,747

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     70,259,909

　　　支払利息                     36,605,569

　　　徴収不能引当金繰入額                      4,439,289

　　　その他                     29,215,051

　移転費用                  2,186,806,289

　　補助金等                  1,937,464,952

　　社会保障給付                    248,729,937

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                        611,400

経常収益                    209,074,317

　使用料及び手数料                    107,536,488

　その他                    101,537,829

純経常行政コスト                  3,979,652,024

臨時損失                     13,165,995

　災害復旧事業費                     11,092,540

　資産除売却損                      2,073,455

　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                  3,980,709,565

全体行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

全体会計



（単位：円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 6,298,510,228 11,621,624,101 △5,323,113,873 －

　純行政コスト（△） △3,980,709,565 △3,980,709,565 －

　財源 3,814,271,230 3,814,271,230 －

　　税収等 2,657,338,411 2,657,338,411 －

　　国県等補助金 1,156,932,819 1,156,932,819 －

　本年度差額 △166,438,335 △166,438,335 －

　固定資産等の変動（内部変動） △433,764,589 433,764,589 －

　　有形固定資産等の増加 149,301,415 △149,301,415 －

　　有形固定資産等の減少 △598,600,119 598,600,119 －

　　貸付金・基金等の増加 49,508,576 △49,508,576 －

　　貸付金・基金等の減少 △33,974,461 33,974,461 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 20,860,359 20,860,359

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △145,577,976 △412,904,230 267,326,254 －

本年度末純資産残高 6,152,932,252 11,208,719,871 △5,055,787,619 －

全体会計

全体純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

科目 合計



全体会計

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,586,487,238

　　業務費用支出                  1,399,680,949

　　　人件費支出                    767,478,874

　　　物件費等支出                    565,702,536

　　　支払利息支出                     36,605,569

　　　その他の支出                     29,893,970

　　移転費用支出                  2,186,806,289

　　　補助金等支出                  1,937,464,952

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        611,400

　業務収入                  3,922,596,183

　　税収等収入                  2,638,529,516

　　国県等補助金収入                  1,118,539,188

　　使用料及び手数料収入                    107,428,398

　　その他の収入                     58,099,081

　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                    323,862,845

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    198,301,415

　　公共施設等整備費支出                    149,301,415

　　基金積立金支出                     20,000,000

　　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                     79,366,544

　　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                     11,472,447

投資活動収支                  △118,934,871

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    492,135,428

　　地方債等償還支出                    492,135,428

　　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                  △232,535,428

本年度資金収支額                   △27,607,454

前年度末資金残高                    756,107,831

本年度末資金残高                    728,500,377

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                    733,206,284

全体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日


