
【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 1,029,381   固定負債 208,879

    有形固定資産 1,010,693     地方債等 127,246

      事業用資産 482,485     長期未払金 -

        土地 378,313     退職手当引当金 22,791

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 185,002     その他 58,842

        建物減価償却累計額 △ 90,448   流動負債 20,900

        工作物 20,447     １年内償還予定地方債等 13,270

        工作物減価償却累計額 △ 12,979     未払金 4,682

        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 2,140

        航空機 -     預り金 258

        航空機減価償却累計額 -     その他 550

        その他 56 負債合計 229,779

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,094   固定資産等形成分 1,039,393

      インフラ資産 504,762   余剰分（不足分） △ 206,442

        土地 277,720   他団体出資等分 -

        建物 21,819

        建物減価償却累計額 △ 12,529

        工作物 415,678

        工作物減価償却累計額 △ 203,587

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,661

      物品 99,340

      物品減価償却累計額 △ 75,895

    無形固定資産 1,456

      ソフトウェア 669

      その他 787

    投資その他の資産 17,232

      投資及び出資金 1,061

        有価証券 -

        出資金 1,060

        その他 0

      長期延滞債権 3,747

      長期貸付金 3

      基金 12,358

        減債基金 -

        その他 12,358

      その他 509

      徴収不能引当金 △ 445

  流動資産 33,350

    現金預金 17,106

    未収金 6,454

    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 39

    その他 12

    徴収不能引当金 △ 274

  繰延資産 - 純資産合計 832,951

資産合計 1,062,731 負債及び純資産合計 1,062,731

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）

全 体



【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 220,094

    業務費用 108,219

      人件費 37,893

        職員給与費 29,483

        賞与等引当金繰入額 2,128

        退職手当引当金繰入額 1,412

        その他 4,870

      物件費等 65,294

        物件費 44,157

        維持補修費 5,301

        減価償却費 15,686

        その他 150

      その他の業務費用 5,031

        支払利息 1,781

        徴収不能引当金繰入額 688

        その他 2,562

    移転費用 111,875

      補助金等 78,833

      社会保障給付 30,267

      その他 2,776

  経常収益 30,907

    使用料及び手数料 27,348

    その他 3,558

純経常行政コスト 189,187

  臨時損失 2,171

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,631

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 540

  臨時利益 401

    資産売却益 117

    その他 284

純行政コスト 190,957

全 体



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 828,442 1,034,514 △ 206,072 -

  純行政コスト（△） △ 190,957 △ 190,957 -

  財源 191,087 191,087 -

    税収等 124,011 124,011 -

    国県等補助金 67,077 67,077 -

  本年度差額 130 130 -

  固定資産等の変動（内部変動） 958 △ 958

    有形固定資産等の増加 27,101 △ 27,101

    有形固定資産等の減少 △ 29,377 29,377

    貸付金・基金等の増加 10,459 △ 10,459

    貸付金・基金等の減少 △ 7,225 7,225

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,826 4,826

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 △ 446 △ 905 459

  本年度純資産変動額 4,509 4,879 △ 370 -

本年度末純資産残高 832,951 1,039,393 △ 206,442 -

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

全 体



【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 203,117

    業務費用支出 91,242

      人件費支出 37,729

      物件費等支出 49,164

      支払利息支出 1,781

      その他の支出 2,567

    移転費用支出 111,875

      補助金等支出 78,833

      社会保障給付支出 30,267

      その他の支出 2,776

  業務収入 216,519

    税収等収入 121,693

    国県等補助金収入 63,971

    使用料及び手数料収入 27,330

    その他の収入 3,524

  臨時支出 521

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 521

  臨時収入 285

業務活動収支 13,165

【投資活動収支】

  投資活動支出 20,434

    公共施設等整備費支出 13,452

    基金積立金支出 5,684

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,298

    その他の支出 -

  投資活動収入 7,847

    国県等補助金収入 3,659

    基金取崩収入 2,607

    貸付金元金回収収入 1,299

    資産売却収入 282

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 12,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 13,837

    地方債等償還支出 13,506

    その他の支出 331

  財務活動収入 10,870

    地方債等発行収入 10,870

    その他の収入 -

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 17,106

財務活動収支 △ 2,967

本年度資金収支額 △ 2,389

前年度末資金残高 19,146

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 16,757

全 体


