
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 888,706   固定負債 89,386

    有形固定資産 832,068     地方債 69,202

      事業用資産 468,957     長期未払金 -

        土地 378,313     退職手当引当金 19,572

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 166,776     その他 612

        建物減価償却累計額 △ 84,308   流動負債 10,553

        工作物 18,019     １年内償還予定地方債 8,451

        工作物減価償却累計額 △ 11,929     未払金 -

        船舶 13     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 △ 13     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 1,605

        航空機 -     預り金 258

        航空機減価償却累計額 -     その他 239

        その他 - 負債合計 99,940

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,087   固定資産等形成分 898,718

      インフラ資産 353,024   余剰分（不足分） △ 92,023

        土地 262,629

        建物 9,886

        建物減価償却累計額 △ 6,460

        工作物 181,271

        工作物減価償却累計額 △ 98,828

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,526

      物品 39,379

      物品減価償却累計額 △ 29,292

    無形固定資産 463

      ソフトウェア 140

      その他 323

    投資その他の資産 56,175

      投資及び出資金 45,243

        有価証券 -

        出資金 45,243

        その他 0

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,847

      長期貸付金 0

      基金 9,208

        減債基金 -

        その他 9,208

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 124

  流動資産 17,929

    現金預金 6,636

    未収金 1,373

    短期貸付金 1

    基金 10,011

      財政調整基金 10,011

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 92 純資産合計 806,695

資産合計 906,635 負債及び純資産合計 906,635

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）

一般会計等



【様式第2号】

（単位：百万円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 129,579

    業務費用 73,380

      人件費 27,182

        職員給与費 22,493

        賞与等引当金繰入額 1,605

        退職手当引当金繰入額 1,153

        その他 1,931

      物件費等 44,442

        物件費 31,668

        維持補修費 3,713

        減価償却費 8,987

        その他 74

      その他の業務費用 1,757

        支払利息 516

        徴収不能引当金繰入額 211

        その他 1,029

    移転費用 56,199

      補助金等 15,198

      社会保障給付 30,263

      他会計への繰出金 7,968

      その他 2,769

  経常収益 7,123

    使用料及び手数料 4,136

    その他 2,987

純経常行政コスト 122,457

  臨時損失 1,650

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,631

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 123,990

    その他 19

  臨時利益 117

    資産売却益 117

一般会計等



【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 799,824 891,040 △ 91,217

  純行政コスト（△） △ 123,990 △ 123,990

  財源 126,035 126,035

    税収等 94,507 94,507

    国県等補助金 31,528 31,528

  本年度差額 2,046 2,046

  固定資産等の変動（内部変動） 2,852 △ 2,852

    有形固定資産等の増加 21,575 △ 21,575

    有形固定資産等の減少 △ 22,564 22,564

    貸付金・基金等の増加 9,132 △ 9,132

    貸付金・基金等の減少 △ 5,291 5,291

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,826 4,826

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 6,871 7,678 △ 806

本年度末純資産残高 806,695 898,718 △ 92,023

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

一般会計等



【様式第4号】

（単位：百万円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 120,240

    業務費用支出 64,041

      人件費支出 27,051

      物件費等支出 35,469

      支払利息支出 516

      その他の支出 1,004

    移転費用支出 56,199

      補助金等支出 15,198

      社会保障給付支出 30,263

      他会計への繰出支出 7,968

      その他の支出 2,769

  業務収入 130,013

    税収等収入 94,498

    国県等補助金収入 28,423

    使用料及び手数料収入 4,133

    その他の収入 2,958

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1

業務活動収支 9,774

【投資活動収支】

  投資活動支出 17,007

    公共施設等整備費支出 9,692

    基金積立金支出 5,617

    投資及び出資金支出 400

    貸付金支出 1,298

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,948

    国県等補助金収入 3,438

    基金取崩収入 2,031

    貸付金元金回収収入 1,299

    資産売却収入 180

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 10,060

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,494

    地方債償還支出 8,252

    その他の支出 242

  財務活動収入 7,668

    地方債発行収入 7,668

前年度末歳計外現金残高 443

本年度歳計外現金増減額 △ 94

本年度末歳計外現金残高 349

本年度末現金預金残高 6,636

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 826

本年度資金収支額 △ 1,112

前年度末資金残高 7,399

本年度末資金残高 6,287

一般会計等


