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

　固定資産       5,737,742,230 　固定負債       2,364,766,734

　　有形固定資産       2,573,597,971 　　地方債等       1,056,105,734

　　　事業用資産       1,954,304,163 　　長期未払金                  －

　　　　土地         886,307,102 　　退職手当引当金       1,308,661,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       1,223,507,458 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額       △487,779,997 　流動負債         195,404,110

　　　　工作物          24,264,000 　　1年内償還予定地方債等          64,595,792

　　　　工作物減価償却累計額        △12,336,880 　　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         122,538,030

　　　　航空機                  － 　　預り金           8,270,288

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

　　　　その他                  － 負債合計       2,560,170,844

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

　　　　建設仮勘定         320,342,480 　固定資産等形成分       6,055,943,607

　　　インフラ資産                  － 　余剰分（不足分）     △2,455,545,125

　　　　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       2,483,757,484

　　　物品減価償却累計額     △1,864,463,676

　　無形固定資産           5,130,000

　　　ソフトウェア           5,130,000

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,159,014,259

　　　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       3,159,014,259

（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                  －

　　　　その他       3,159,014,259

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金                  －

　流動資産         422,827,096

　　現金預金         104,625,719

　　未収金                  －

　　短期貸付金                  －

　　基金         318,201,377

　　　財政調整基金         318,201,377

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計       3,600,398,482

資産合計       6,160,569,326 負債及び純資産合計       6,160,569,326

（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                  2,195,772,941

　業務費用                  1,985,577,738

　　人件費                  1,556,040,813

　　　職員給与費                  1,605,909,917

　　　賞与等引当金繰入額                    122,538,030

　　　退職手当引当金繰入額                  △172,602,000

　　　その他                        194,866

　　物件費等                    426,006,406

　　　物件費                    149,566,031

　　　維持補修費                             －

　　　減価償却費                    274,985,439

　　　その他                      1,454,936

　　その他の業務費用                      3,530,519

　　　支払利息                      3,406,347

　　　徴収不能引当金繰入額                             －

　　　その他                        124,172

　移転費用                    210,195,203

　　補助金等                    209,078,503

　　社会保障給付                             －

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      1,116,700

経常収益                     17,422,866

　使用料及び手数料                      1,845,294

　その他                     15,577,572

純経常行政コスト                  2,178,350,075

臨時損失                      7,763,895

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                      7,763,895

　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                        569,053

　資産売却益                        569,053

　その他                             －

純行政コスト                  2,185,544,917

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



5,197,990,481 △1,635,767,7623,562,222,719前年度末純資産残高

△2,185,544,917△2,185,544,917　純行政コスト（△）

2,223,720,6802,223,720,680　財源

2,195,420,0002,195,420,000　　税収等

28,300,68028,300,680　　国県等補助金

38,175,76338,175,763　本年度差額

857,953,126 △857,953,126　固定資産等の変動（内部変動）

909,458,547 △909,458,547　　有形固定資産等の増加

△41,979,778 41,979,778　　有形固定資産等の減少

101,678,357 △101,678,357　　貸付金・基金等の増加

△111,204,000 111,204,000　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

857,953,126 △819,777,36338,175,763　本年度純資産変動額

6,055,943,607 △2,455,545,1253,600,398,482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                  2,091,448,220

　　業務費用支出                  1,881,253,017

　　　人件費支出                  1,726,701,531

　　　物件費等支出                    151,020,967

　　　支払利息支出                      3,406,347

　　　その他の支出                        124,172

　　移転費用支出                    210,195,203

　　　補助金等支出                    209,078,503

　　　社会保障給付支出                             －

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      1,116,700

　業務収入                  2,241,143,546

　　税収等収入                  2,223,720,680

　　国県等補助金収入                             －

　　使用料及び手数料収入                      1,845,294

　　その他の収入                     15,577,572

　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                    149,695,326

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,001,632,997

　　公共施設等整備費支出                    899,954,640

　　基金積立金支出                    101,678,357

　　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                    146,527,856

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    111,204,000

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                     35,323,856

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △855,105,141

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                     45,285,952

　　地方債等償還支出                     45,285,952

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    519,300,000

　　地方債等発行収入                    519,300,000

　　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                    474,014,048

本年度資金収支額                  △231,395,767

前年度末資金残高                    327,751,198

本年度末資金残高                     96,355,431

前年度末歳計外現金残高                     43,771,987

本年度歳計外現金増減額                   △35,501,699

本年度末歳計外現金残高                      8,270,288

本年度末現金預金残高                    104,625,719

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


