
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      40,500,744,707 　固定負債       6,757,194,034

　　有形固定資産      32,993,244,795 　　地方債等       5,683,826,034

　　　事業用資産      11,538,211,546 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,452,377,188 　　退職手当引当金       1,073,368,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      17,621,909,967 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △9,698,991,607 　流動負債         823,542,581

　　　　工作物         183,762,580 　　1年内償還予定地方債等         715,068,183

　　　　工作物減価償却累計額        △92,364,182 　　未払金                  －

　　　　建設仮勘定          71,517,600 　　未払費用                  －

　　　インフラ資産      21,229,483,219 　　前受金                  －

　　　　土地       1,793,405,109 　　前受収益                  －

　　　　建物       1,043,776,000 　　賞与等引当金          59,687,864

　　　　建物減価償却累計額       △601,133,034 　　預り金          48,786,534

　　　　工作物      54,348,583,806 　　その他                  －

　　　　工作物減価償却累計額    △35,374,847,862 負債合計       7,580,736,615

　　　　建設仮勘定          19,699,200 【純資産の部】                  －

　　　物品         854,362,814 　固定資産等形成分      41,299,899,883

　　　物品減価償却累計額       △628,812,784 　余剰分（不足分）     △7,262,847,409

　　無形固定資産          46,060,864 　他団体出資等分                  －

　　　ソフトウェア          46,060,864

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       7,461,439,048

　　　投資及び出資金       1,504,086,475

　　　　有価証券              75,000

　　　　出資金       1,504,011,475

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          10,411,055

　　　長期貸付金          34,437,600

　　　基金       5,913,975,144

　　　　減債基金                  －

　　　　その他       5,913,975,144

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,471,226

　流動資産       1,117,044,382

　　現金預金         315,610,390

　　未収金           2,278,816

　　短期貸付金           2,031,800

　　基金         797,123,376

　　　財政調整基金         470,410,990

　　　減債基金         326,712,386

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      34,037,052,474

資産合計      41,617,789,089 負債及び純資産合計      41,617,789,089

全体

貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  6,452,442,702

　業務費用                  4,116,391,762

　　人件費                    917,323,874

　　　職員給与費                    793,049,280

　　　賞与等引当金繰入額                     59,687,864

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     64,586,730

　　物件費等                  3,123,639,395

　　　物件費                  1,304,482,835

　　　維持補修費                    278,532,000

　　　減価償却費                  1,539,018,680

　　　その他                      1,605,880

　　その他の業務費用                     75,428,493

　　　支払利息                     64,291,425

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,471,226

　　　その他                      9,665,842

　移転費用                  2,336,050,940

　　補助金等                  1,680,126,212

　　社会保障給付                    406,881,190

　　他会計への繰出金                    239,442,738

　　その他                      9,600,800

経常収益                    494,554,658

　使用料及び手数料                    202,139,173

　その他                    292,415,485

純経常行政コスト                  5,957,888,044

臨時損失                     18,876,314

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     18,876,314

　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                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                  5,976,764,358

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 34,345,896,148 42,089,122,292 △7,743,226,144 －

　純行政コスト（△） △5,976,764,358 △5,976,764,358 －

　財源 5,596,720,430 5,596,720,430 －

　　税収等 4,756,895,096 4,756,895,096 －

　　国県等補助金 839,825,334 839,825,334 －

　本年度差額 △380,043,928 △380,043,928 －

　固定資産等の変動（内部変動） △860,422,663 860,422,663 －

　　有形固定資産等の増加 569,021,748 △569,021,748 －

　　有形固定資産等の減少 △1,583,244,994 1,583,244,994 －

　　貸付金・基金等の増加 376,062,081 △376,062,081 －

　　貸付金・基金等の減少 △222,261,498 222,261,498 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 71,200,254 71,200,254

　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 △308,843,674 △789,222,409 480,378,735 －

本年度末純資産残高 34,037,052,474 41,299,899,883 △7,262,847,409 －

全体

科目 合計

至 平成31年03月31日

自 平成30年04月01日

純資産変動計算書



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  4,891,589,045

　　業務費用支出                  2,555,538,105

　　　人件費支出                    917,519,092

　　　物件費等支出                  1,539,660,233

　　　支払利息支出                     64,291,425

　　　その他の支出                     34,067,355

　　移転費用支出                  2,336,050,940

　　　補助金等支出                  1,680,126,212

　　　社会保障給付支出                    406,881,190

　　　他会計への繰出支出                    239,442,738

　　　その他の支出                      9,600,800

　業務収入                  6,072,682,840

　　税収等収入                  4,755,481,743

　　国県等補助金収入                    839,825,334

　　使用料及び手数料収入                    201,926,410

　　その他の収入                    275,449,353

　臨時支出                     50,025,600

　　災害復旧事業費支出                     50,025,600

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                  1,131,068,195

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    936,751,731

　　公共施設等整備費支出                    569,021,748

　　基金積立金支出                    345,879,983

　　投資及び出資金支出                     10,000,000

　　貸付金支出                     11,850,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    244,576,850

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    217,300,350

　　貸付金元金回収収入                      1,926,500

　　資産売却収入                     25,350,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △692,174,881

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                  1,068,836,541

　　地方債等償還支出                  1,068,836,541

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    639,221,000

　　地方債等発行収入                    639,221,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △429,615,541

本年度資金収支額                      9,277,773

前年度末資金残高                    257,546,083

本年度末資金残高                    266,823,856

前年度末歳計外現金残高                     47,966,303

本年度歳計外現金増減額                        820,231

本年度末歳計外現金残高                     48,786,534

本年度末現金預金残高                    315,610,390

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


