
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      53,462,969,027 　固定負債       5,364,112,644

　　有形固定資産      49,696,636,856 　　地方債等       4,565,374,684

　　　事業用資産      21,972,592,987 　　長期未払金                  －

　　　　土地         462,776,830 　　退職手当引当金         787,735,000

　　　　立木竹         348,950,620 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      33,934,069,997 　　その他          11,002,960

　　　　建物減価償却累計額    △13,486,342,281 　流動負債         657,767,359

　　　　工作物       1,308,783,509 　　1年内償還予定地方債等         597,657,803

　　　　工作物減価償却累計額       △595,645,688 　　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          40,821,088

　　　　航空機                  － 　　預り金          19,288,468

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

　　　　その他                  － 負債合計       6,021,880,003

　　　　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      54,917,181,474

　　　インフラ資産      26,299,042,836 　余剰分（不足分）     △5,424,638,571

　　　　土地          83,726,696 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,334,317,523

　　　　建物減価償却累計額       △989,337,290

　　　　工作物      42,139,354,741

　　　　工作物減価償却累計額    △17,269,018,834

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       2,845,376,547

　　　物品減価償却累計額     △1,420,375,514

　　無形固定資産          23,326,480

　　　ソフトウェア          23,326,480

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,743,005,691

　　　投資及び出資金          14,940,000

　　　　有価証券           6,065,000

　　　　出資金           8,875,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           9,193,122

　　　長期貸付金          16,095,000

　　　基金       3,467,731,880

　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       3,458,984,431

全体

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △749,641

　流動資産       2,051,453,879

　　現金預金         171,178,989

　　未収金             471,065

　　短期貸付金        △14,835,000

　　基金       1,892,167,099

　　　財政調整基金         910,680,388

　　　減債基金         981,486,711

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      49,492,542,903

資産合計      55,514,422,906 負債及び純資産合計      55,514,422,906



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,555,985,054

　業務費用                  3,254,313,053

　　人件費                    659,912,275

　　　職員給与費                    553,783,538

　　　賞与等引当金繰入額                     43,633,750

　　　退職手当引当金繰入額                   △74,857,000

　　　その他                    137,351,987

　　物件費等                  2,544,501,671

　　　物件費                  1,271,740,926

　　　維持補修費                    279,212,484

　　　減価償却費                    993,548,261

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     49,899,107

　　　支払利息                     30,410,519

　　　徴収不能引当金繰入額                      2,669,619

　　　その他                     16,818,969

　移転費用                  1,301,672,001

　　補助金等                  1,178,493,368

　　社会保障給付                    120,153,432

　　他会計への繰出金                       △79,024

　　その他                      3,104,225

経常収益                    336,833,444

　使用料及び手数料                    228,716,953

　その他                    108,116,491

純経常行政コスト                  4,219,151,610

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　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                      5,000,000

　資産売却益                      5,000,000

　その他                             －

純行政コスト                  4,214,151,610

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



（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 50,401,276,980 56,236,149,922 △5,834,872,942 －

　純行政コスト（△） △4,214,151,610 △4,214,151,610 －

　財源 3,305,417,533 3,305,417,533 －

　　税収等 2,836,765,081 2,836,765,081 －

　　国県等補助金 468,652,452 468,652,452 －

　本年度差額 △908,734,077 △908,734,077 －

　固定資産等の変動（内部変動） △1,318,968,448 1,318,968,448 －

　　有形固定資産等の増加 △71,718,466 71,718,466 －

　　有形固定資産等の減少 △993,548,261 993,548,261 －

　　貸付金・基金等の増加 17,272,066 △17,272,066 －

　　貸付金・基金等の減少 △270,973,787 270,973,787 －

　資産評価差額 － －

　無償所管替等 － －

　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 △908,734,077 △1,318,968,448 410,234,371 －

本年度末純資産残高 49,492,542,903 54,917,181,474 △5,424,638,571 －

全体

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

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,633,151,042

　　業務費用支出                  2,331,479,041

　　　人件費支出                    735,464,547

　　　物件費等支出                  1,550,953,410

　　　支払利息支出                     30,410,519

　　　その他の支出                     14,650,565

　　移転費用支出                  1,301,672,001

　　　補助金等支出                  1,178,493,368

　　　社会保障給付支出                    120,153,432

　　　他会計への繰出支出                       △79,024

　　　その他の支出                      3,104,225

　業務収入                  3,450,373,670

　　税収等収入                  2,836,074,917

　　国県等補助金収入                    277,262,961

　　使用料及び手数料収入                    229,219,301

　　その他の収入                    107,816,491

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    124,403,411

業務活動収支                   △58,373,961

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                     96,329,117

　　公共施設等整備費支出                   △71,880,466

　　基金積立金支出                    165,329,583

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      2,880,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    347,859,669

　　国県等補助金収入                     66,986,080

　　基金取崩収入                    274,373,589

　　貸付金元金回収収入                      1,500,000

　　資産売却収入                      5,000,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    251,530,552

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    488,616,952

　　地方債等償還支出                    488,616,952

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    333,239,000

　　地方債等発行収入                    333,239,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △155,377,952

本年度資金収支額                     37,778,639

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



前年度末資金残高                    113,955,762

本年度末資金残高                    151,734,401

前年度末歳計外現金残高                     20,134,831

本年度歳計外現金増減額                      △690,243

本年度末歳計外現金残高                     19,444,588

本年度末現金預金残高                    171,178,989


