
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 5,696,507,498       　固定負債 1,174,035,300       

　　有形固定資産 5,565,232,718       　　地方債 1,076,201,550       

　　　事業用資産 5,565,232,699       　　長期未払金 -                        

　　　　土地 720,473,786          　　退職手当引当金 -                        

　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        

　　　　建物 5,744,780,985       　　その他 97,833,750           

　　　　建物減価償却累計額 -4,456,707,206      　流動負債 412,296,903          

　　　　工作物 17,063,559,500      　　1年内償還予定地方債 302,088,922          

　　　　工作物減価償却累計額 -15,379,459,326    　　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 7,816,633             

　　　　航空機 -                        　　預り金 4,557,598             

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 97,833,750           

　　　　その他 -                        負債合計 1,586,332,203       

　　　　その他減価償却累計額 -                        【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 1,872,584,960       　固定資産等形成分 5,696,507,498       

　　　インフラ資産 -                        　余剰分（不足分） -1,287,017,765      

　　　　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 55,747,138           

　　　物品減価償却累計額 -55,747,119          

　　無形固定資産 486,000               

　　　ソフトウェア 486,000               

　　　その他 -                        

　　投資その他の資産 130,788,780          

　　　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 130,788,780          

　　　　減債基金 -                        

　　　　その他 130,788,780          

　　　その他 -                        

　　　徴収不能引当金 -                        

　流動資産 299,314,438          

　　現金預金 290,828,627          

　　未収金 8,485,811             

　　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 -                        純資産合計 4,409,489,733       

資産合計 5,995,821,936       負債及び純資産合計 5,995,821,936       

一般会計

平成31年3月31日現在

貸借対照表



（単位：円）

科目 金額

　経常費用 2,762,714,627                  

　　業務費用 2,578,393,709                  

　　　人件費 110,423,405                    

　　　　職員給与費 101,442,225                    

　　　　賞与等引当金繰入額 7,816,633                        

　　　　退職手当引当金繰入額 -                                   

　　　　その他 1,164,547                        

　　　物件費等 2,453,507,135                  

　　　　物件費 1,513,031,658                  

　　　　維持補修費 443,861,719                    

　　　　減価償却費 496,613,758                    

　　　　その他 -                                   

　　　その他の業務費用 14,463,169                      

　　　　支払利息 12,327,614                      

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                   

　　　　その他 2,135,555                        

　　移転費用 184,320,918                    

　　　補助金等 181,647,218                    

　　　社会保障給付 -                                   

　　　他会計への繰出金 -                                   

　　　その他 2,673,700                        

　経常収益 122,430,030                    

　　使用料及び手数料 30,423,732                      

　　その他 92,006,298                      

純経常行政コスト 2,640,284,597                  

　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 71,999                            

　　資産売却益 71,999                            

　　その他 -                                   

純行政コスト 2,640,212,598                  

一般会計

自　平成30年4月1日  
至　平成31年3月31日

行政コスト計算書



一般会計

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

（単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 3,903,315,835           4,672,280,771           -768,964,936            

　純行政コスト（△） -2,640,212,598         -2,640,212,598         

　財源 3,146,386,496           3,146,386,496           

　　税収等 2,845,557,496           2,845,557,496           

　　国県等補助金 300,829,000             300,829,000             

　本年度差額 506,173,898             506,173,898             

　固定資産等の変動（内部変動） 1,024,226,727           -1,024,226,727         

　　有形固定資産等の増加 1,510,265,560           -1,510,265,560         

　　有形固定資産等の減少 -496,613,759            496,613,759             

　　貸付金・基金等の増加 10,574,926               -10,574,926             

　　貸付金・基金等の減少 -                            -                            

　資産評価差額 -                            -                            

　無償所管換等 -                            -                            

　その他 -                            -                            -                            

　本年度純資産変動額 506,173,898             1,024,226,727           -518,052,829            

本年度末純資産残高 4,409,489,733           5,696,507,498           -1,287,017,765         



（単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 2,265,669,156            

　　業務費用支出 2,081,348,238            

　　　人件費支出 109,991,692              

　　　物件費等支出 1,956,893,377            

　　　支払利息支出 12,327,614                

　　　その他の支出 2,135,555                  

　　移転費用支出 184,320,918              

　　　補助金等支出 181,647,218              

　　　社会保障給付支出 -                             

　　　他会計への繰出支出 -                             

　　　その他の支出 2,673,700                  

　業務収入 3,035,146,093            

　　税収等収入 2,875,155,989            

　　国県等補助金収入 48,135,000                

　　使用料及び手数料収入 30,423,732                

　　その他の収入 81,431,372                

　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 769,476,937              

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,510,265,560            

　　公共施設等整備費支出 1,510,265,560            

　　基金積立金支出 -                             

　　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 252,766,000              

　　国県等補助金収入 252,694,000              

　　基金取崩収入 -                             

　　貸付金元金回収収入 -                             

　　資産売却収入 72,000                      

　　その他の収入 -                             

投資活動収支 -1,257,499,560          

【財務活動収支】

　財務活動支出 410,311,604              

　　地方債償還支出 312,477,854              

　　その他の支出 97,833,750                

　財務活動収入 471,300,000              

　　地方債発行収入 471,300,000              

　　その他の収入 -                             

財務活動収支 60,988,396                

本年度資金収支額 -427,034,227             

前年度末資金残高 713,305,256              

本年度末資金残高 286,271,029              

前年度末歳計外現金残高 4,553,735                  

本年度歳計外現金増減額 3,863                       

本年度末歳計外現金残高 4,557,598                  

本年度末現金預金残高 290,828,627              

科目 金額

一般会計

至  平成31年3月31日

自  平成30年4月1日  

資金収支計算書


