
 

 

 

 

 

  

（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 27,525,110,118 固定負債 2,928,799,464

有形固定資産 20,956,410,115 地方債等 2,928,799,464
事業用資産 5,545,174,245 長期未払金 -

土地 1,397,323,660 退職手当引当金 -

立木竹 1,077,287,800 損失補償等引当金 -
建物 7,220,255,889 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,183,395,537 流動負債 589,332,898

工作物 402,521,200 １年内償還予定地方債等 517,758,110
工作物減価償却累計額 △ 368,818,767 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 45,215,711
航空機 - 預り金 26,359,077
航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 3,518,132,362
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 31,177,643,344
インフラ資産 15,399,299,555 余剰分（不足分） △ 3,010,062,863

土地 391,448,617 他団体出資等分 -

建物 494,728,000

建物減価償却累計額 △ 243,709,236

工作物 31,432,942,537

工作物減価償却累計額 △ 16,687,270,009

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 11,159,646

物品 183,757,031

物品減価償却累計額 △ 171,820,716

無形固定資産 259,200

ソフトウェア 259,200

その他 -

投資その他の資産 6,568,440,803

投資及び出資金 355,941,024

有価証券 14,000,000

出資金 341,941,024

その他 -

長期延滞債権 125,665,010

長期貸付金 88,161,800

基金 6,001,378,994

減債基金 -

その他 6,001,378,994

その他 -

徴収不能引当金 △ 2,706,025

流動資産 4,160,602,725

現金預金 435,325,701

未収金 44,149,757

短期貸付金 -

基金 3,652,533,226

財政調整基金 2,114,891,593

減債基金 1,537,641,633

棚卸資産 28,596,223

その他 -

徴収不能引当金 △ 2,182

繰延資産 - 28,167,580,481

31,685,712,843 31,685,712,843

全体貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

金　　　額

経常費用 7,737,447,229

業務費用 5,577,078,651

人件費 769,022,394

職員給与費 661,094,289

賞与等引当金繰入額 45,215,711

退職手当引当金繰入額 -

その他 62,712,394

物件費等 4,757,346,185

物件費 3,839,016,899

維持補修費 147,096,385

減価償却費 769,901,061

その他 1,331,840

その他の業務費用 50,710,072

支払利息 35,024,809

徴収不能引当金繰入額 1,357,915

その他 14,327,348

移転費用 2,160,368,578

補助金等 1,733,696,668

社会保障給付 424,310,510

その他 2,361,400

経常収益 290,361,548

使用料及び手数料 143,546,392

その他 146,815,156

純経常行政コスト 7,447,085,681

臨時損失 25,607,153

災害復旧事業費 25,607,150

資産除売却損 3

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 14,752,450

資産売却益 12,559,365

その他 2,193,085

純行政コスト 7,457,940,384

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



 

 

  

（単位：円）

合計
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 26,939,759,918 30,563,608,151 △ 3,623,848,233 -

純行政コスト（△） △ 7,457,940,384 △ 7,457,940,384 -

財源 8,619,014,289 8,619,014,289 -

税収等 7,254,983,204 7,254,983,204 -

国県等補助金 1,364,031,085 1,364,031,085 -

本年度差額 1,161,073,905 1,161,073,905 -

固定資産の変動（内部変動） 547,288,535 △ 547,288,535

有形固定資産等の増加 573,557,626 △ 573,557,626

有形固定資産等の減少 △ 769,901,064 769,901,064

貸付金・基金等の増加 1,421,833,449 △ 1,421,833,449

貸付金・基金等の減少 △ 678,201,476 678,201,476

資産評価差額 - -

無償所管換等 66,746,658 66,746,658

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 - -

本年度純資産変動額 1,227,820,563 614,035,193 613,785,370 -

本年度末純資産残高 28,167,580,481 31,177,643,344 △ 3,010,062,863 -

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



 

 

 

（単位：円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 6,963,902,874

業務費用支出 4,803,534,296

人件費支出 766,737,015

物件費等支出 3,987,445,124

支払利息支出 35,024,809

その他の支出 14,327,348

移転費用支出 2,160,368,578

補助金等支出 1,733,696,668

社会保障給付支出 424,310,510

その他の支出 2,361,400

業務収入 8,775,681,236

税収等収入 7,283,250,329

国県等補助金収入 1,226,490,081

使用料及び手数料収入 118,801,253

その他の収入 147,139,573

臨時支出 25,607,150

災害復旧事業費支出 25,607,150

その他の支出 -

臨時収入 1,519,620

業務活動収支 1,787,690,832

【投資活動収支】

投資活動支出 1,898,197,806

公共施設等整備費支出 573,557,626

基金積立金支出 1,293,661,756

投資及び出資金支出 16,838,424

貸付金支出 14,140,000

その他の支出 -

投資活動収入 701,926,899

国県等補助金収入 136,021,384

基金取崩収入 542,108,000

貸付金元金回収収入 7,879,401

資産売却収入 15,918,114

その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,196,270,907

【財務活動収支】

財務活動支出 573,862,575

地方債等償還支出 573,862,575

その他の支出 -

財務活動収入 237,604,000

地方債等発行収入 237,604,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 336,258,575

本年度資金収支額 255,161,350

前年度末資金残高 153,805,274

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 408,966,624

前年度末歳計外現金残高 27,894,619

本年度歳計外現金増減額 △ 1,535,542

本年度末歳計外現金残高 26,359,077

本年度末現金預金残高 435,325,701

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


