
【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 8,633,534,317   固定負債 3,426,061,131

    有形固定資産 8,631,764,000     地方債 2,357,491,289

      事業用資産 8,305,585,875     長期未払金 -

        土地 1,468,053,780     退職手当引当金 1,068,569,842

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,240,339,034     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,403,417,679   流動負債 412,879,808

        工作物 626,400     １年内償還予定地方債 295,762,202

        工作物減価償却累計額 -15,660     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 112,019,961

        航空機 -     預り金 5,097,645

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,838,940,939

        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 8,633,534,317

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -3,578,579,477

        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 904,075,142

      物品減価償却累計額 -577,897,017

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,770,317

      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 1,770,317

        減債基金 -

        その他 1,770,317

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 260,361,462

    現金預金 260,301,120

    未収金 72,500

    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 -12,158 純資産合計 5,054,954,840

資産合計 8,893,895,779 負債及び純資産合計 8,893,895,779

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 3,013,393,089

    業務費用 2,822,483,072

      人件費 1,396,903,501

        職員給与費 1,263,614,861

        賞与等引当金繰入額 112,019,961

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 21,268,679

      物件費等 1,412,683,874

        物件費 992,461,064

        維持補修費 86,503,953

        減価償却費 333,718,857

        その他 -

      その他の業務費用 12,895,697

        支払利息 12,895,697

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 -

    移転費用 190,910,017

      補助金等 168,850,817

      社会保障給付 19,790,000

      他会計への繰出金 -

      その他 2,269,200

  経常収益 531,916,434

    使用料及び手数料 277,559,920

    その他 254,356,514

純経常行政コスト 2,481,476,655

  臨時損失 13,380,032

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 13,380,032

    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 2,493,937,586

    その他 -

  臨時利益 919,101

    資産売却益 919,101



【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 6,299,996,919 8,391,026,109 -2,091,029,190

  純行政コスト（△） -2,493,937,586 -2,493,937,586

  財源 2,549,392,000 2,549,392,000

    税収等 2,537,966,000 2,537,966,000

    国県等補助金 11,426,000 11,426,000

  本年度差額 55,454,414 55,454,414

  固定資産等の変動（内部変動） 242,508,208 -242,508,208

    有形固定資産等の増加 691,790,652 -691,790,652

    有形固定資産等の減少 -347,098,890 347,098,890

    貸付金・基金等の増加 177 -177

    貸付金・基金等の減少 -102,183,731 102,183,731

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -1,300,496,493 - -1,300,496,493

  本年度純資産変動額 -1,245,042,079 242,508,208 -1,487,550,287

本年度末純資産残高 5,054,954,840 8,633,534,317 -3,578,579,477

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 2,668,698,933

    業務費用支出 2,477,788,916

      人件費支出 1,385,928,202

      物件費等支出 1,078,965,017

      支払利息支出 12,895,697

      その他の支出 -

    移転費用支出 190,910,017

      補助金等支出 168,850,817

      社会保障給付支出 19,790,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,269,200

  業務収入 2,954,909,299

    税収等収入 2,537,966,000

    国県等補助金収入 11,426,000

    使用料及び手数料収入 281,647,420

    その他の収入 123,869,879

  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 286,210,366

【投資活動収支】

  投資活動支出 691,790,829

    公共施設等整備費支出 691,790,652

    基金積立金支出 177

    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 919,103

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 919,103

    その他の収入 -

投資活動収支 -690,871,726

【財務活動収支】

  財務活動支出 254,769,017

    地方債償還支出 254,769,017

    その他の支出 -

  財務活動収入 543,200,000

    地方債発行収入 543,200,000

前年度末歳計外現金残高 5,071,308

本年度歳計外現金増減額 26,337

本年度末歳計外現金残高 5,097,645

本年度末現金預金残高 260,301,120

    その他の収入 -

財務活動収支 288,430,983

本年度資金収支額 -116,230,377

前年度末資金残高 371,433,852

本年度末資金残高 255,203,475


