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

　固定資産      13,583,928,839 　固定負債       2,845,635,901

　　有形固定資産      12,291,071,519 　　地方債等       2,539,232,201

　　　事業用資産       4,778,544,273 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,867,676 　　退職手当引当金         299,531,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,458,618,677 　　その他           6,872,700

　　　　建物減価償却累計額     △3,637,293,178 　流動負債         275,710,589

　　　　工作物       1,659,522,710 　　1年内償還予定地方債等         249,101,970

　　　　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          25,239,752

　　　　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       3,121,346,490

　　　　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      13,775,530,672

　　　インフラ資産       7,488,732,054 　余剰分（不足分）     △2,064,938,100

　　　　土地           2,294,129 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,263,639,000

　　　　建物減価償却累計額       △545,940,135

　　　　工作物      21,158,515,334

　　　　工作物減価償却累計額    △14,451,757,890

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          61,981,616

　　　物品         215,914,198

　　　物品減価償却累計額       △192,119,006

　　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       1,291,617,480

　　　投資及び出資金           4,236,056

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           4,036,056

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           6,548,914

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         981,452,592

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

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           △620,082

　流動資産       1,248,010,223

　　現金預金          48,993,366

　　未収金           3,141,025

　　短期貸付金                  －

　　基金         177,101,411

　　　財政調整基金         177,101,411

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,019,025,827

　　徴収不能引当金           △251,406

　繰延資産                  － 純資産合計      11,710,592,572

資産合計      14,831,939,062 負債及び純資産合計      14,831,939,062

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  2,816,941,243

　業務費用                  2,181,639,117

　　人件費                    565,923,515

　　　職員給与費                    356,413,839

　　　賞与等引当金繰入額                     25,239,752

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

　　　その他                     57,064,924

　　物件費等                  1,588,911,693

　　　物件費                    889,892,023

　　　維持補修費                     12,935,884

　　　減価償却費                    686,083,786

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     26,803,909

　　　支払利息                     18,324,102

　　　徴収不能引当金繰入額                        479,010

　　　その他                      8,000,797

　移転費用                    635,302,126

　　補助金等                    442,064,088

　　社会保障給付                     59,814,143

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

　　その他                      2,176,100

経常収益                    181,602,009

　使用料及び手数料                     93,606,024

　その他                     87,995,985

純経常行政コスト                  2,635,339,234

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                  2,611,464,435

全体行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



14,497,309,038 △1,963,044,14712,534,264,891前年度末純資産残高 －

△2,611,464,435△2,611,464,435　純行政コスト（△） －

1,937,792,1161,937,792,116　財源 －

1,731,900,7051,731,900,705　　税収等 －

205,891,411205,891,411　　国県等補助金 －

△673,672,319△673,672,319　本年度差額 －

△571,778,366 571,778,366　固定資産等の変動（内部変動） －

248,328,812 △248,328,812　　有形固定資産等の増加 －

△671,583,364 671,583,364　　有形固定資産等の減少 －

39,825,180 △39,825,180　　貸付金・基金等の増加 －

△188,348,994 188,348,994　　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

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△721,778,366 △101,893,953△823,672,319　本年度純資産変動額 －

13,775,530,672 △2,064,938,10011,710,592,572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

全体純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

全体

至 平成31年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,002,048,441

　　業務費用支出                  1,366,746,315

　　　人件費支出                    438,421,831

　　　物件費等支出                    906,231,013

　　　支払利息支出                     18,324,102

　　　その他の支出                      3,769,369

　　移転費用支出                    635,302,126

　　　補助金等支出                    442,064,088

　　　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                      2,176,100

　業務収入                  2,064,918,338

　　税収等収入                  1,750,035,700

　　国県等補助金収入                    133,829,411

　　使用料及び手数料収入                     93,609,033

　　その他の収入                     87,444,194

　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                     62,869,897

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    293,949,329

　　公共施設等整備費支出                    248,328,812

　　基金積立金支出                     39,087,941

　　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                   △13,164,530

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    244,198,236

　　地方債等償還支出                    244,198,236

　　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                             －

全体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △120,467,236

本年度資金収支額                   △70,761,869

前年度末資金残高                    111,513,668

本年度末資金残高                     40,751,799

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                     48,993,366

全体資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成31年03月31日

科目 金額


