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

　固定資産      11,671,045,919 　固定負債       2,484,129,550

　　有形固定資産      10,381,643,343 　　地方債等       2,177,725,850

　　　事業用資産       4,609,326,415 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,864,399 　　退職手当引当金         299,531,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,143,412,927 　　その他           6,872,700

　　　　建物減価償却累計額     △3,491,302,009 　流動負債         248,385,731

　　　　工作物       1,659,522,710 　　1年内償還予定地方債等         224,724,737

　　　　工作物減価償却累計額       △931,171,612 　　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          22,292,127

　　　　航空機                  － 　　預り金           1,368,867

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

　　　　その他                  － 負債合計       2,732,515,281

　　　　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      11,837,669,891

　　　インフラ資産       5,768,545,523 　余剰分（不足分）     △1,666,983,415

　　　　土地           1,167,009

　　　　建物         165,316,000

　　　　建物減価償却累計額        △82,276,388

　　　　工作物      19,015,299,442

　　　　工作物減価償却累計額    △13,392,942,156

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          61,981,616

　　　物品         107,711,983

　　　物品減価償却累計額       △103,940,578

　　無形固定資産           1,239,840

　　　ソフトウェア           1,239,840

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,288,162,736

　　　投資及び出資金           4,152,000

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           3,952,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           2,623,857

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         981,452,592

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金         122,986,560

　　　　その他         858,466,032

　　　その他         300,000,000

　　　徴収不能引当金            △65,713

　流動資産       1,232,155,838

　　現金預金          44,862,044

　　未収金           1,686,225

　　短期貸付金                  －

　　基金         166,623,972

　　　財政調整基金         166,623,972

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,019,025,827

　　徴収不能引当金            △42,230 純資産合計      10,170,686,476

資産合計      12,903,201,757 負債及び純資産合計      12,903,201,757

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  2,523,440,943

　業務費用                  1,941,911,540

　　人件費                    519,090,349

　　　職員給与費                    326,699,311

　　　賞与等引当金繰入額                     22,292,127

　　　退職手当引当金繰入額                    127,205,000

　　　その他                     42,893,911

　　物件費等                  1,402,853,091

　　　物件費                    794,795,102

　　　維持補修費                      3,610,064

　　　減価償却費                    604,447,925

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     19,968,100

　　　支払利息                     12,675,145

　　　徴収不能引当金繰入額                         65,713

　　　その他                      7,227,242

　移転費用                    581,529,403

　　補助金等                    388,325,565

　　社会保障給付                     59,814,143

　　他会計への繰出金                    131,247,795

　　その他                      2,141,900

経常収益                    108,238,991

　使用料及び手数料                     31,856,238

　その他                     76,382,753

純経常行政コスト                  2,415,201,952

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                     23,874,799

　資産売却益                     23,874,799

　その他                             －

純行政コスト                  2,391,327,153

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



12,517,959,085 △1,556,663,26310,961,295,822前年度末純資産残高

△2,391,327,153△2,391,327,153　純行政コスト（△）

1,750,717,8071,750,717,807　財源

1,545,566,3961,545,566,396　　税収等

205,151,411205,151,411　　国県等補助金

△640,609,346△640,609,346　本年度差額

△530,289,194 530,289,194　固定資産等の変動（内部変動）

221,585,872 △221,585,872　　有形固定資産等の増加

△604,447,925 604,447,925　　有形固定資産等の減少

39,145,333 △39,145,333　　貸付金・基金等の増加

△186,572,474 186,572,474　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

△150,000,000△150,000,000　無償所管換等

－ －－　その他

△680,289,194 △110,320,152△790,609,346　本年度純資産変動額

11,837,669,891 △1,666,983,41510,170,686,476本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

一般会計等

至 平成31年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  1,791,654,802

　　業務費用支出                  1,210,125,399

　　　人件費支出                    392,646,168

　　　物件費等支出                    801,362,217

　　　支払利息支出                     12,675,145

　　　その他の支出                      3,441,869

　　移転費用支出                    581,529,403

　　　補助金等支出                    388,325,565

　　　社会保障給付支出                     59,814,143

　　　他会計への繰出支出                    131,247,795

　　　その他の支出                      2,141,900

　業務収入                  1,803,493,661

　　税収等収入                  1,562,620,768

　　国県等補助金収入                    133,089,411

　　使用料及び手数料収入                     31,872,847

　　その他の収入                     75,910,635

　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                     11,838,859

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    267,205,342

　　公共施設等整備費支出                    221,585,872

　　基金積立金支出                     39,086,894

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                      6,532,576

　投資活動収入                    280,784,799

　　国県等補助金収入                     72,062,000

　　基金取崩収入                    184,848,000

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                     23,874,799

　　その他の収入                             －

投資活動収支                     13,579,457

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    221,619,925

　　地方債等償還支出                    221,619,925

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    123,731,000

　　地方債等発行収入                    123,731,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △97,888,925

本年度資金収支額                   △72,470,609

前年度末資金残高                    109,091,086

本年度末資金残高                     36,620,477

前年度末歳計外現金残高                      8,482,055

本年度歳計外現金増減額                      △240,488

本年度末歳計外現金残高                      8,241,567

本年度末現金預金残高                     44,862,044

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額


