
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      49,574,887,118 　固定負債       4,808,596,403

　　有形固定資産      45,828,266,217 　　地方債等       4,009,858,443

　　　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         572,606,980

　　　　工作物       1,308,783,509 　　1年内償還予定地方債等         516,409,881

　　　　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          36,908,631

　　　　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       5,381,203,383

　　　　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      50,888,441,746

　　　インフラ資産      22,873,806,267 　余剰分（不足分）     △4,817,973,497

　　　　土地          83,726,696

　　　　建物       1,449,322,508

　　　　建物減価償却累計額       △600,263,116

　　　　工作物      37,799,217,977

　　　　工作物減価償却累計額    △15,858,197,798

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       1,896,945,013

　　　物品減価償却累計額       △915,078,050

　　無形固定資産          22,138,480

　　　ソフトウェア          22,138,480

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,724,482,421

　　　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           6,269,422

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       3,467,985,013

　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       3,459,237,564

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △507,344

　流動資産       1,876,784,514

　　現金預金         155,424,390

　　未収金             533,715

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,718,354,683

　　　財政調整基金         736,867,972

　　　減債基金         981,486,711

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      46,070,468,249

資産合計      51,451,671,632 負債及び純資産合計      51,451,671,632



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,092,680,326

　業務費用                  3,033,170,397

　　人件費                    653,614,779

　　　職員給与費                    552,726,030

　　　賞与等引当金繰入額                     39,721,293

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

　　　その他                    136,024,456

　　物件費等                  2,358,337,562

　　　物件費                  1,198,223,207

　　　維持補修費                    262,054,234

　　　減価償却費                    898,060,121

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     21,218,056

　　　支払利息                     18,678,682

　　　徴収不能引当金繰入額                        487,970

　　　その他                      2,051,404

　移転費用                  1,059,509,929

　　補助金等                    937,801,996

　　社会保障給付                    120,153,432

　　他会計への繰出金                       △79,024

　　その他                      1,633,525

経常収益                    282,155,770

　使用料及び手数料                    178,276,263

　その他                    103,879,507

純経常行政コスト                  3,810,524,556

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                  3,805,524,556

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 46,941,381,647 52,111,922,054 △5,170,540,407

　純行政コスト（△） △3,805,524,556 △3,805,524,556

　財源 2,934,611,158 2,934,611,158

　　税収等 2,572,437,623 2,572,437,623

　　国県等補助金 362,173,535 362,173,535

　本年度差額 △870,913,398 △870,913,398

　固定資産等の変動（内部変動） △1,223,480,308 1,223,480,308

　　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 △898,060,121 898,060,121

　　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 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △870,913,398 △1,223,480,308 352,566,910

本年度末純資産残高 46,070,468,249 50,888,441,746 △4,817,973,497

一般会計等

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



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,269,344,768

　　業務費用支出                  2,209,834,839

　　　人件費支出                    730,365,716

　　　物件費等支出                  1,460,277,441

　　　支払利息支出                     18,678,682

　　　その他の支出                        513,000

　　移転費用支出                  1,059,509,929

　　　補助金等支出                    937,801,996

　　　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                      1,633,525

　業務収入                  3,026,440,461

　　税収等収入                  2,571,810,299

　　国県等補助金収入                    171,972,044

　　使用料及び手数料収入                    178,778,611

　　その他の収入                    103,879,507

　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                  △118,500,896

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                     92,144,124

　　公共施設等整備費支出                   △71,718,466

　　基金積立金支出                    163,862,590

　　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                    341,791,669

　　国県等補助金収入                     65,798,080

　　基金取崩収入                    270,993,589

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      5,000,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    249,647,545

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    422,849,297

　　地方債等償還支出                    422,849,297

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    326,539,000

　　地方債等発行収入                    326,539,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                   △96,310,297

本年度資金収支額                     34,836,352

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



前年度末資金残高                    101,143,450

本年度末資金残高                    135,979,802

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                    155,424,390


