
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,685,542,980,334 固定負債 94,619,604,101
有形固定資産 1,600,795,998,936 地方債等 59,542,289,101
事業用資産 609,572,165,029 長期未払金 -
土地 451,445,172,324 退職手当引当金 35,077,315,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 321,126,018,929 その他 -
建物減価償却累計額 △ 180,787,393,190 流動負債 15,269,564,774
工作物 29,444,989,961 １年内償還予定地方債等 5,199,592,255
工作物減価償却累計額 △ 27,915,500,159 未払金 231,788,721
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 1,914,339,859
航空機 - 預り金 7,923,843,939
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 109,889,168,875
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,258,877,164 固定資産等形成分 1,719,500,097,194

インフラ資産 980,376,020,845 余剰分（不足分） △ 83,274,993,506
土地 892,812,712,419
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 88,459,806,196
工作物減価償却累計額 △ 952,017,330
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 55,519,560

物品 14,573,110,241
物品減価償却累計額 △ 3,725,297,179

無形固定資産 772,677,800
ソフトウェア 737,118,360
その他 35,559,440

投資その他の資産 83,974,303,598
投資及び出資金 3,272,962,392
有価証券 430,000,000
出資金 2,842,962,392
その他 -

長期延滞債権 6,208,692,763
長期貸付金 3,380,756,151
基金 72,138,015,975
減債基金 6,425,648,531
その他 65,712,367,444

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,026,123,683

流動資産 60,571,292,229
現金預金 22,109,225,323
未収金 5,680,055,815
短期貸付金 1,995,977,982
基金 31,961,140,189
財政調整基金 31,961,140,189
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,175,107,080

繰延資産 - 1,636,225,103,688

1,746,114,272,563 1,746,114,272,563

全体貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：円）
金　　　額

経常費用 409,309,666,207
業務費用 142,494,212,518
人件費 53,406,275,286
職員給与費 48,380,255,676
賞与等引当金繰入額 1,914,339,859
退職手当引当金繰入額 2,365,261,168
その他 746,418,583

物件費等 86,524,589,990
物件費 63,948,989,891
維持補修費 16,029,196,303
減価償却費 6,546,403,796
その他 -

その他の業務費用 2,563,347,242
支払利息 411,485,864
徴収不能引当金繰入額 2,151,861,378
その他 -

移転費用 266,815,453,689
補助金等 186,382,429,987
社会保障給付 80,375,072,660
その他 57,951,042

経常収益 14,190,435,292
使用料及び手数料 5,639,885,140
その他 8,550,550,152

純経常行政コスト 395,119,230,915
臨時損失 980,930,381
災害復旧事業費 -
資産除売却損 351,610,879
損失補償等引当金繰入額 -
その他 629,319,502

臨時利益 100,696,162
資産売却益 72,961,304
その他 27,734,858

純行政コスト 395,999,465,134

全体行政コスト計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）

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 1,606,490,680,943 1,686,891,557,826 △ 80,400,876,883
純行政コスト（△） △ 395,999,465,134 △ 395,999,465,134
財源 422,337,001,929 422,337,001,929
税収等 282,128,942,835 282,128,942,835
国県等補助金 140,208,059,094 140,208,059,094

本年度差額 26,337,536,795 26,337,536,795
固定資産の変動（内部変動） 29,211,653,418 △ 29,211,653,418
有形固定資産等の増加 21,717,723,605 △ 21,717,723,605
有形固定資産等の減少 △ 7,497,627,660 7,497,627,660
貸付金・基金等の増加 17,465,130,915 △ 17,465,130,915
貸付金・基金等の減少 △ 2,473,573,442 2,473,573,442

資産評価差額 - -
無償所管換等 3,396,885,950 3,396,885,950
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 29,734,422,745 32,608,539,368 △ 2,874,116,623
本年度末純資産残高 1,636,225,103,688 1,719,500,097,194 △ 83,274,993,506

全体純資産変動計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 402,052,799,544
業務費用支出 135,168,665,316
人件費支出 54,791,840,952
物件費等支出 79,947,587,105
支払利息支出 429,237,259
その他の支出 -

移転費用支出 266,884,134,228
補助金等支出 186,451,110,526
社会保障給付支出 80,375,072,660
その他の支出 57,951,042

業務収入 429,576,842,081
税収等収入 281,002,047,625
国県等補助金収入 134,678,902,412
使用料及び手数料収入 5,619,465,010
その他の収入 8,276,427,034

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 27,524,042,537
【投資活動収支】
投資活動支出 39,233,009,838
公共施設等整備費支出 21,717,723,605
基金積立金支出 14,583,395,189
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,881,735,726
その他の支出 50,155,318

投資活動収入 8,662,774,333
国県等補助金収入 5,579,312,000
基金取崩収入 1,046,566,117
貸付金元金回収収入 1,427,007,325
資産売却収入 609,888,891
その他の収入 -

投資活動収支 △ 30,570,235,505
【財務活動収支】
財務活動支出 4,376,265,185
地方債等償還支出 4,376,265,185
その他の支出 -

財務活動収入 9,806,000,000
地方債等発行収入 9,806,000,000
その他の収入 -

財務活動収支 5,429,734,815
本年度資金収支額 2,383,541,847
前年度末資金残高 11,801,839,537
本年度末資金残高 14,185,381,384

前年度末歳計外現金残高 7,745,916,366
本年度歳計外現金増減額 177,927,573
本年度末歳計外現金残高 7,923,843,939
本年度末現金預金残高 22,109,225,323

全体資金収支計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


