
【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 66,480   固定負債 6,732

    有形固定資産 38,963     地方債 5,768

      事業用資産 31,537     長期未払金 -

        土地 2,743     退職手当引当金 721

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,762     その他 243

        建物減価償却累計額 △ 10,677   流動負債 3,678

        工作物 1,141     １年内償還予定地方債 289

        工作物減価償却累計額 △ 756     未払金 3,192

        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 92

        航空機 -     預り金 105

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 10,410

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,324   固定資産等形成分 79,635

      インフラ資産 7,011   余剰分（不足分） △ 8,787

        土地 578

        建物 4

        建物減価償却累計額 △ 2

        工作物 12,515

        工作物減価償却累計額 △ 6,084

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,572

      物品減価償却累計額 △ 1,157

    無形固定資産 3

      ソフトウェア -

      その他 3

    投資その他の資産 27,514

      投資及び出資金 250

        有価証券 76

        出資金 174

        その他 -

      投資損失引当金 △ 27

      長期延滞債権 21

      長期貸付金 481

      基金 26,790

        減債基金 -

        その他 26,790

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 1

  流動資産 14,778

    現金預金 1,616

    未収金 7

    短期貸付金 48

    基金 13,107

      財政調整基金 13,092

      減債基金 15

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 0 純資産合計 70,848

資産合計 81,258 負債及び純資産合計 81,258

一般会計等貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）
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    その他

  臨時利益 235

    資産売却益

    資産除売却損

    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

純経常行政コスト 18,068

  臨時損失 2,733

    災害復旧事業費

      その他

  経常収益 423

    使用料及び手数料

    その他

    移転費用 14,307

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

      その他の業務費用 83

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

2,782

        物件費

        維持補修費

        減価償却費

        その他

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等

  経常費用 18,492

    業務費用 4,185

      人件費 1,320

一般会計等行政コスト計算書
自　平成30年4月 1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 71,494 88,598 △ 17,104

  純行政コスト（△） △ 20,566 △ 20,566

  財源 22,160 22,160

    税収等 11,361 11,361

    国県等補助金 10,799 10,799

  本年度差額 1,594 1,594

  固定資産等の変動（内部変動） △ 6,659 6,659

    有形固定資産等の増加 4,557 △ 4,557

    有形固定資産等の減少 △ 973 973

    貸付金・基金等の増加 8,926 △ 8,926

    貸付金・基金等の減少 △ 19,169 19,169

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 △ 2,240 △ 2,304 64

  本年度純資産変動額 △ 646 △ 8,963 8,317

本年度末純資産残高 70,848 79,635 △ 8,787

一般会計等純資産変動計算書
自　平成30年4月 1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

（単位：百万円）
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前年度末資金残高

本年度末資金残高 1,511

    その他の収入

財務活動収支 251

本年度資金収支額 1,242

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高 105

本年度末現金預金残高 1,616

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入 567

    地方債発行収入

9,203

【財務活動収支】

  財務活動支出 315

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入 22,665

    国県等補助金収入

  投資活動支出 13,462

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

  臨時収入

業務活動収支 △ 8,212

【投資活動収支】

    その他の収入

  臨時支出 2,668

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  業務収入 14,266

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

14,307

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

【業務活動収支】

  業務支出 24,841

    業務費用支出 10,535

一般会計等資金収支計算書
自　平成30年4月 1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【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 89,522   固定負債 11,641

    有形固定資産 61,848     地方債 8,834

      事業用資産 42,886     長期未払金 -

        土地 2,743     退職手当引当金 721

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,064     その他 2,086

        建物減価償却累計額 △ 10,739   流動負債 12,998

        工作物 1,141     １年内償還予定地方債 3,459

        工作物減価償却累計額 △ 756     未払金 9,329

        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 102

        航空機 -     預り金 105

        航空機減価償却累計額 -     その他 3

        その他 - 負債合計 24,639

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,433   固定資産等形成分 102,779

      インフラ資産 18,541   余剰分（不足分） △ 19,329

        土地 625

        建物 93

        建物減価償却累計額 △ 40

        工作物 18,514

        工作物減価償却累計額 △ 6,490

        その他 318

        その他減価償却累計額 △ 182

        建設仮勘定 5,703

      物品 1,585

      物品減価償却累計額 △ 1,163

    無形固定資産 3

      ソフトウェア -

      その他 3

    投資その他の資産 27,671

      投資及び出資金 250

        有価証券 76

        出資金 174

        その他 -

      投資損失引当金 △ 27

      長期延滞債権 35

      長期貸付金 481

      基金 26,933

        減債基金 -

        その他 26,933

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 18,566

    現金預金 3,230

    未収金 1,918

    短期貸付金 48

    基金 13,209

      財政調整基金 13,194

      減債基金 15

    棚卸資産 2

    その他 160

    徴収不能引当金 △ 1 純資産合計 83,450

資産合計 108,089 負債及び純資産合計 108,089

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）
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    その他

  臨時利益 465

    資産売却益

    その他

純行政コスト 17,931

  臨時損失 3,091

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

      その他

  経常収益 806

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト 15,305

        その他

    移転費用 4,651

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用 169

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等 9,845

        物件費

        維持補修費

    業務費用 11,460

      人件費 1,446

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

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

科目名 金額

  経常費用 16,111



【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 70,625 108,704 △ 38,079

  純行政コスト（△） △ 17,931 △ 17,931

  財源 26,929 26,929

    税収等 12,793 12,793

    国県等補助金 14,136 14,136

  本年度差額 8,998 8,998

  固定資産等の変動（内部変動） △ 3,620 3,620

    有形固定資産等の増加 7,677 △ 7,677

    有形固定資産等の減少 △ 1,128 1,128

    貸付金・基金等の増加 9,037 △ 9,037

    貸付金・基金等の減少 △ 19,206 19,206

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 3,827 △ 2,304 6,131

  本年度純資産変動額 12,824 △ 5,925 18,749

本年度末純資産残高 83,450 102,779 △ 19,329

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



【様式第4号】

（単位：百万円）
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前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高 105

本年度末現金預金残高 3,230

財務活動収支 354

本年度資金収支額 120

前年度末資金残高

本年度末資金残高 3,125

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入 3,669

    地方債発行収入

    その他の収入

投資活動収支 8,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,315

22,391

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    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

  臨時収入

業務活動収支 △ 8,933

【投資活動収支】

  投資活動支出 13,691

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出 3,027

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

  業務収入 16,614

    税収等収入

    国県等補助金収入

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出 4,651

      補助金等支出

      社会保障給付支出

  業務支出 27,894

    業務費用支出 23,243

      人件費支出

      物件費等支出

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

科目名 金額

【業務活動収支】



 【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 90,789   固定負債 12,720

    有形固定資産 62,862     地方債 9,426

      事業用資産 43,814     長期未払金 -

        土地 2,847     退職手当引当金 974

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,308     その他 2,320

        建物減価償却累計額 △ 11,195   流動負債 13,654

        工作物 1,164     １年内償還予定地方債 3,936

        工作物減価償却累計額 △ 758     未払金 9,437

        船舶 14     未払費用 30

        船舶減価償却累計額 -     前受金 11

        浮標等 -     前受収益 2

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 112

        航空機 -     預り金 110

        航空機減価償却累計額 -     その他 16

        その他 0 負債合計 26,374

        その他減価償却累計額 △ 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,433   固定資産等形成分 104,053

      インフラ資産 18,541   余剰分（不足分） △ 20,194

        土地 625 　他団体等出資等分 169

        建物 93

        建物減価償却累計額 △ 40

        工作物 18,514

        工作物減価償却累計額 △ 6,490

        その他 318

        その他減価償却累計額 △ 182

        建設仮勘定 5,703

      物品 1,769

      物品減価償却累計額 △ 1,263

    無形固定資産 14

      ソフトウェア 11

      その他 4

    投資その他の資産 27,913

      投資及び出資金 186

        有価証券 79

        出資金 108

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 36

      長期貸付金 481

      基金 27,187

        減債基金 -

        その他 27,187

      その他 24

      徴収不能引当金 △ 2

  流動資産 19,613

    現金預金 4,074

    未収金 2,095

    短期貸付金 48

    基金 13,216

      財政調整基金 13,200

      減債基金 15

    棚卸資産 5

    その他 176

    徴収不能引当金 △ 1 純資産合計 84,028

資産合計 110,402 負債及び純資産合計 110,402

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）
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      他会計への繰出金 2

460
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-

225

468

-

    その他

  臨時利益 468

    資産売却益

    その他

純行政コスト 18,993

  臨時損失 3,316

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

  経常収益 1,542

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト 16,146

        その他

    移転費用 5,108

      補助金等

      社会保障給付

      その他

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用 320

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

      物件費等 10,229

        物件費

        維持補修費

    業務費用 12,580

      人件費 2,031

        職員給与費

        賞与等引当金繰入額

連結行政コスト計算書
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 17,688



【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 71,209 110,170 △ 39,126 165

  純行政コスト（△） △ 18,993 △ 18,773 △ 220

  財源 27,981 27,757 225

    税収等 13,488 13,488 -

    国県等補助金 14,493 14,269 225

  本年度差額 8,988 8,984 4

  固定資産等の変動（内部変動） △ 3,846 3,846

    有形固定資産等の増加 7,714 △ 7,714

    有形固定資産等の減少 △ 1,433 1,433

    貸付金・基金等の増加 9,123 △ 9,123

    貸付金・基金等の減少 △ 19,250 19,250

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3 3

　他団体出資等分の増加 - -                                  

　他団体出資等分の増加 - -                                  

  比例連結割合変更に伴う差額 2 3 △ 1

  その他 3,827 △ 2,277 6,103

  本年度純資産変動額 12,819 △ 6,118 18,933 4

本年度末純資産残高 84,028 104,053 △ 20,194 169

連結純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

（単位：百万円）
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-
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-
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比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末現金預金残高 4,074

本年度末資金残高 3,969

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高 106

財務活動収支 144

本年度資金収支額 186

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入 3,769

    地方債発行収入

    その他の収入

投資活動収支 8,920

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,625

22,623

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    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

業務活動収支 △ 8,878

【投資活動収支】

  投資活動支出 13,703

    その他の収入

  臨時支出 3,027

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

      その他の支出

  業務収入 18,180

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出 5,108

      補助金等支出

      社会保障給付支出

  業務支出 29,404

    業務費用支出 24,296

      人件費支出

      物件費等支出

連結資金収支計算書
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】


