
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産     149,266,028,009 　固定負債      45,388,250,811

　　有形固定資産     142,224,283,649 　　地方債      42,709,127,811

　　　事業用資産      82,443,575,647 　　長期未払金                  －

　　　　土地      37,489,662,954 　　退職手当引当金       2,679,123,000

　　　　立木竹         185,258,514 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      92,981,415,659 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額    △50,553,907,153 　流動負債       4,758,723,014

　　　　工作物       2,670,609,207 　　1年内償還予定地方債       3,724,925,065

　　　　工作物減価償却累計額     △1,435,662,263 　　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         327,095,177

　　　　航空機                  － 　　預り金         706,702,772

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

　　　　その他           6,998,400 負債合計      50,146,973,825

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

　　　　建設仮勘定       1,099,200,329 　固定資産等形成分     151,922,288,220

　　　インフラ資産      59,481,550,912 　余剰分（不足分）    △48,233,772,483

　　　　土地       4,682,514,346

　　　　建物          23,846,460

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物      95,525,707,005

　　　　工作物減価償却累計額    △41,175,439,995

　　　　その他          39,012,800

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         385,910,296

　　　物品       1,325,207,836

　　　物品減価償却累計額     △1,026,050,746

　　無形固定資産          16,788,000

　　　ソフトウェア          16,788,000

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       7,024,956,360

　　　投資及び出資金       1,829,349,120

　　　　有価証券         353,736,343

　　　　出資金       1,475,612,777

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権         675,428,053

　　　長期貸付金       1,026,668,000

　　　基金       3,516,829,753

　　　　減債基金          14,474,777

　　　　その他       3,502,354,976

　　　その他         118,400,000

　　　徴収不能引当金       △141,718,566

　流動資産       4,569,461,553

　　現金預金       1,735,290,746

　　未収金         177,930,280

　　短期貸付金                  －

　　基金       2,656,260,211

　　　財政調整基金       2,656,260,211

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金            △19,684 純資産合計     103,688,515,737

資産合計     153,835,489,562 負債及び純資産合計     153,835,489,562

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



（単位：円）

科目 金額

経常費用                 32,242,150,155

　業務費用                 16,554,362,787

　　人件費                  4,836,080,763

　　　職員給与費                  3,636,259,674

　　　賞与等引当金繰入額                    327,095,177

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                    872,725,912

　　物件費等                 11,225,314,771

　　　物件費                  7,312,116,710

　　　維持補修費                    148,746,895

　　　減価償却費                  3,764,451,166

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                    492,967,253

　　　支払利息                    272,528,589

　　　徴収不能引当金繰入額                     55,089,458

　　　その他                    165,349,206

　移転費用                 15,687,787,368

　　補助金等                  7,795,586,172

　　社会保障給付                  4,689,045,345

　　他会計への繰出金                  2,972,874,360

　　その他                    230,281,491

経常収益                  1,401,497,135

　使用料及び手数料                    516,429,662

　その他                    885,067,473

純経常行政コスト                 30,840,653,020

臨時損失                    107,795,262

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                    107,795,262

　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                     63,729,843

　資産売却益                     43,838,465

　その他                     19,891,378

純行政コスト                 30,884,718,439

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 105,642,861,149 152,243,449,825 △46,600,588,676

　純行政コスト（△） △30,884,718,439 △30,884,718,439

　財源 28,897,859,361 28,897,859,361

　　税収等 22,161,810,133 22,161,810,133

　　国県等補助金 6,736,049,228 6,736,049,228

　本年度差額 △1,986,859,078 △1,986,859,078

　固定資産等の変動（内部変動） △353,675,271 353,675,271

　　有形固定資産等の増加 4,176,989,113 △4,176,989,113

　　有形固定資産等の減少 △5,121,215,636 5,121,215,636

　　貸付金・基金等の増加 3,885,063,041 △3,885,063,041

　　貸付金・基金等の減少 △3,294,511,789 3,294,511,789

　資産評価差額 14,403,160 14,403,160

　無償所管換等 18,110,506 18,110,506

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △1,954,345,412 △321,161,605 △1,633,183,807

本年度末純資産残高 103,688,515,737 151,922,288,220 △48,233,772,483

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



（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                 28,933,596,837

　　業務費用支出                 13,245,809,469

　　　人件費支出                  5,375,750,909

　　　物件費等支出                  7,460,863,605

　　　支払利息支出                    272,528,589

　　　その他の支出                    136,666,366

　　移転費用支出                 15,687,787,368

　　　補助金等支出                  7,795,586,172

　　　社会保障給付支出                  4,689,045,345

　　　他会計への繰出支出                  2,972,874,360

　　　その他の支出                    230,281,491

　業務収入                 29,268,899,539

　　税収等収入                 22,190,987,610

　　国県等補助金収入                  5,789,271,228

　　使用料及び手数料収入                    516,429,662

　　その他の収入                    772,211,039

　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                    335,302,702

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  5,491,623,322

　　公共施設等整備費支出                  2,966,400,266

　　基金積立金支出                  1,671,022,279

　　投資及び出資金支出                    154,200,777

　　貸付金支出                    700,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                  2,878,800,619

　　国県等補助金収入                    946,778,000

　　基金取崩収入                  1,829,586,619

　　貸付金元金回収収入                     23,332,000

　　資産売却収入                     79,104,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                △2,612,822,703

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                  3,737,748,271

　　地方債償還支出                  3,737,748,271

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                  5,643,500,000

　　地方債発行収入                  5,643,500,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  1,905,751,729

本年度資金収支額                  △371,768,272

前年度末資金残高                  1,400,356,246

本年度末資金残高                  1,028,587,974

前年度末歳計外現金残高                  1,075,712,884

本年度歳計外現金増減額                  △369,010,112

本年度末歳計外現金残高                    706,702,772

本年度末現金預金残高                  1,735,290,746

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


