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

　固定資産      39,848,690,549 　固定負債       8,824,117,288

　　有形固定資産      37,888,103,458 　　地方債等       7,788,641,288

　　　事業用資産       8,808,202,075 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,922,771,096 　　退職手当引当金       1,035,476,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      11,414,892,824 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △7,181,607,589 　流動負債         929,433,255

　　　　工作物       1,015,094,517 　　1年内償還予定地方債等         828,090,000

　　　　工作物減価償却累計額       △387,921,213 　　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          72,504,485

　　　　航空機                  － 　　預り金          28,838,770

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

　　　　その他           2,725,920 負債合計       9,753,550,543

　　　　その他減価償却累計額           △681,480 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          22,928,000 　固定資産等形成分      41,932,039,411

　　　インフラ資産      29,030,834,159 　余剰分（不足分）     △9,262,646,398

　　　　土地         167,012,699

　　　　建物           7,756,944

　　　　建物減価償却累計額           △940,059

　　　　工作物      74,449,032,433

　　　　工作物減価償却累計額    △46,239,448,426

　　　　その他         646,711,884

　　　　その他減価償却累計額           △781,716

　　　　建設仮勘定           1,490,400

　　　物品         520,344,585

　　　物品減価償却累計額       △471,277,361

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,960,587,091

　　　投資及び出資金          20,556,678

　　　　有価証券           3,389,514

　　　　出資金          17,167,164

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          75,516,413

　　　長期貸付金         256,000,000

　　　基金       1,614,653,484

（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           4,560,001

　　　　その他       1,610,093,483

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △6,139,484

　流動資産       2,574,253,007

　　現金預金         432,515,938

　　未収金          14,300,777

　　短期貸付金           3,000,000

　　基金       2,080,348,862

　　　財政調整基金       2,080,348,862

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産          45,250,083

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,162,653 純資産合計      32,669,393,013

資産合計      42,422,943,556 負債及び純資産合計      42,422,943,556

（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                  6,924,866,775

　業務費用                  4,995,613,650

　　人件費                  1,117,646,252

　　　職員給与費                  1,058,646,894

　　　賞与等引当金繰入額                      4,551,930

　　　退職手当引当金繰入額                     11,169,000

　　　その他                     43,278,428

　　物件費等                  3,799,339,797

　　　物件費                  1,590,335,561

　　　維持補修費                    328,826,328

　　　減価償却費                  1,869,569,059

　　　その他                     10,608,849

　　その他の業務費用                     78,627,601

　　　支払利息                     59,596,646

　　　徴収不能引当金繰入額                      6,460,396

　　　その他                     12,570,559

　移転費用                  1,929,253,125

　　補助金等                    985,245,124

　　社会保障給付                    531,078,111

　　他会計への繰出金                    409,412,639

　　その他                      3,517,251

経常収益                    325,725,330

　使用料及び手数料                     23,713,105

　その他                    302,012,225

純経常行政コスト                  6,599,141,445

臨時損失                     40,234,940

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     11,463,140

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                     28,771,800

臨時利益                    130,245,552

　資産売却益                     70,860,819

　その他                     59,384,733

純行政コスト                  6,509,130,833

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



42,816,055,163 △8,743,192,00934,072,863,154前年度末純資産残高

△6,509,130,833△6,509,130,833　純行政コスト（△）

5,105,660,6925,105,660,692　財源

4,208,372,5974,208,372,597　　税収等

897,288,095897,288,095　　国県等補助金

△1,403,470,141△1,403,470,141　本年度差額

△884,015,752 884,015,752　固定資産等の変動（内部変動）

1,258,119,534 △1,258,119,534　　有形固定資産等の増加

△2,089,425,891 2,089,425,891　　有形固定資産等の減少

171,513,328 △171,513,328　　貸付金・基金等の増加

△224,222,723 224,222,723　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

△884,015,752 △519,454,389△1,403,470,141　本年度純資産変動額

41,932,039,411 △9,262,646,39832,669,393,013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                  5,025,626,390

　　業務費用支出                  3,096,373,265

　　　人件費支出                  1,101,925,322

　　　物件費等支出                  1,929,770,738

　　　支払利息支出                     59,596,646

　　　その他の支出                      5,080,559

　　移転費用支出                  1,929,253,125

　　　補助金等支出                    985,245,124

　　　社会保障給付支出                    531,078,111

　　　他会計への繰出支出                    409,412,639

　　　その他の支出                      3,517,251

　業務収入                  5,258,127,763

　　税収等収入                  4,206,625,338

　　国県等補助金収入                    725,777,095

　　使用料及び手数料収入                     23,713,105

　　その他の収入                    302,012,225

　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                    232,501,373

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,290,550,921

　　公共施設等整備費支出                  1,078,497,642

　　基金積立金支出                    209,053,279

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      3,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    500,843,517

　　国県等補助金収入                    171,511,000

　　基金取崩収入                    255,471,698

　　貸付金元金回収収入                      3,000,000

　　資産売却収入                     70,860,819

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △789,707,404

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    782,887,352

　　地方債等償還支出                    782,887,352

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                  1,410,918,000

　　地方債等発行収入                  1,410,918,000

　　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                    628,030,648

本年度資金収支額                     70,824,617

前年度末資金残高                    332,852,551

本年度末資金残高                    403,677,168

前年度末歳計外現金残高                     12,367,914

本年度歳計外現金増減額                     16,470,856

本年度末歳計外現金残高                     28,838,770

本年度末現金預金残高                    432,515,938

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


