
貸借対照表
（平成26年3月31日現在）

一般会計特別会計各会計合算

 （単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

資産の部 負債の部

　流動資産 144,884,535 　流動負債 307,824,478

　　現金預金 23,695,948 　　一年以内償還予定地方債 249,375,869

　　未収金 33,722,659 　　　建設債 171,682,014

　　　税未収金 27,660,901 　　　特別債 77,693,855

　　　その他未収金 6,061,757 　　一年以内償還予定長期借入金 568,681

　　不納欠損引当金 △ 2,623,657 　　短期借入金 -

　　基金 72,540,584 　　未払金 14,981,160

　　　財政調整基金 6,121,324 　　　債務負担行為 14,981,160

　　　減債基金 66,419,260 　　　　物件の購入等 9,202,730

　　短期貸付金 17,608,066 　　　　債務保証・損失補償 -

　　貸倒引当金 △ 59,965 　　　　その他債務負担行為 5,778,430

　　その他流動資産 900 　　　その他未払金 -

　　還付未済金 649,387

　固定資産 8,392,405,440 　　一年以内支払予定リース債務 -

　　事業用資産 2,064,119,314 　　賞与引当金 41,866,101

　　　有形固定資産 2,059,634,201 　　その他流動負債 383,281

　　　　土地 1,418,077,412

　　　　建物 531,932,971 　固定負債 5,974,551,362

　　　　工作物 88,326,337 　　地方債 5,203,907,953

　　　　立竹木 9,633,226 　　　建設債 2,754,251,001

　　　　船舶 886,038 　　　特別債 2,449,656,951

　　　　浮標等 146,579 　　長期借入金 10,054,935

　　　　航空機 0 　　長期未払金 132,029,177

　　　　リース資産 - 　　　債務負担行為 132,029,177

　　　　建設仮勘定 10,631,636 　　　　物件の購入等 122,454,145

　　　無形固定資産 4,485,113 　　　　債務保証・損失補償 -

　　インフラ資産 4,928,976,522 　　　　その他債務負担行為 9,575,031

　　　有形固定資産 4,928,859,810 　　リース債務 -

　　　　土地 1,766,349,028 　　退職手当引当金 579,891,851

　　　　建物 59,799,541 　　損失補償等引当金 48,396,366

　　　　工作物 2,865,028,355 　　その他固定負債 271,080

　　　　建設仮勘定 237,682,885 　負債の部合計 6,282,375,840

　　　無形固定資産 116,712

　　物品 19,065,610 純資産の部

　　　重要物品 15,780,963 　純資産 2,254,914,134

　　　図書 3,284,647

　　投資その他の資産 1,380,243,994

　　　投資及び出資金 602,933,424

　　　投資損失引当金 △ 20,614,283

　　　破産更生債権等 5,770,844

　　　基金 580,245,985

　　　　減債基金 463,661,872

　　　　特定目的基金 104,868,080

　　　　定額運用基金 11,716,033

　　　長期貸付金 212,322,058

　　　その他債権等 5,173,626

　　　貸倒引当金 △ 5,587,660 　純資産の部合計 2,254,914,134

　資産の部合計 8,537,289,974 　負債及び純資産の部合計 8,537,289,974

　　0：四捨五入の結果、千円未満のもの

　　-：金額が存在しないもの



行政コスト計算書
自　平成25年4月 1日

至　平成26年3月31日

一般会計特別会計各会計合算

 （単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

経常収益 1,660,354,767 特別収益 4,280,718

　地方税 998,281,600 　分担金及び負担金(災害復旧費) -

　地方消費税清算金 145,150,927 　国庫支出金(災害復旧費) 255,412

　地方譲与税 122,310,226 　固定資産売却益 794,120

　地方特例交付金 3,313,831 　固定資産受贈益 3,231,187

　地方交付税 66,482,511 　その他特別収益 -

　交通安全対策特別交付金 2,261,626 特別費用 8,388,671

　分担金及び負担金 20,358,271 　固定資産除売却損 5,698,453

　使用料及び手数料 36,878,350 　災害復旧費 330,450

　国庫支出金 232,370,370 　その他特別費用 2,359,768

　他会計からの繰入金 - 特別収支差額 △ 4,107,952

　受取利息及び配当金 1,742,715 当期収支差額 △ 95,272,214

　その他経常収益 31,204,340

　　財産収入 1,846,847 　　0：四捨五入の結果、千円未満のもの

　　寄附金 32,245 　　-：金額が存在しないもの

　　税諸収入 2,527,279

　　その他経常収益 26,797,969

経常費用 1,751,519,029

　県税清算金及び交付金 265,612,798

　給与関係費 572,171,393

　物件費 100,430,866

　修繕費 13,762,597

　社会保障給付費 19,296,475

　補助金等 409,528,027

　施設整備補助金等 58,338,121

　　施設整備補助金 16,267,493

　　国直轄事業負担金 17,213,233

　　県直接整備費 24,857,395

　他会計への繰出金 6,986,885

　減価償却費 169,800,665

　不納欠損額 1,559,254

　貸倒損失 116,511

　不納欠損引当金繰入額 2,584,689

　貸倒引当金繰入額 174,084

　投資損失引当金繰入額 57,479

　賞与引当金繰入額 41,866,101

　退職手当引当金繰入額 5,410,230

　損失補償等引当金繰入額 3,071,098

　支払利息及び手数料 80,751,382

　その他経常費用 374

経常収支差額 △ 91,164,262



キャッシュ・フロー計算書
自　平成25年4月 1日

至　平成26年3月31日

一般会計特別会計各会計合算

 （単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

行政サービス活動 投資活動

　行政収入 1,660,527,476 　投資活動収入 324,221,830

　　地方税収入 998,871,239 　　固定資産売却収入 3,131,243

　　地方消費税清算金収入 145,150,927 　　基金取崩収入 113,093,384

　　地方譲与税収入 122,310,226 　　投資及び出資金回収収入 -

　　地方特例交付金収入 3,313,831 　　貸付金回収元金収入 207,966,304

　　地方交付税収入 66,482,511 　　他会計からの繰入金収入 -

　　交通安全対策特別交付金収入 2,261,626 　　その他投資活動収入 30,900

　　分担金及び負担金収入 20,330,895 　投資活動支出 484,088,522

　　使用料及び手数料収入 36,853,196 　　固定資産取得支出 118,130,128

　　国庫支出金収入 232,370,370 　　　事業用資産取得支出 19,695,470

　　事業収入(特別会計) 124,654 　　　インフラ資産取得支出 97,661,997

　　他会計からの繰入金収入 - 　　　物品取得支出 772,662

　　利息及び配当金収入 1,748,163 　　基金積立金支出 167,624,404

　　その他行政収入 30,709,837 　　投資及び出資金支出 4,945,158

　　　財産収入 1,846,847 　　貸付金支出 192,388,036

　　　寄附金収入 32,245 　　公債管理特別会計への繰出金支出 -

　　　税諸収入 2,557,431 　　その他投資活動支出 1,000,797

　　　その他行政収入 26,273,314 投資活動収支差額 △ 159,866,692

　行政支出 1,630,186,219 財務活動

　　県税清算金及び交付金支出 265,612,798 　財務活動収入 656,806,104

　　給与関係費支出 673,390,473 　　地方債発行収入 656,806,104

　　物件費支出 100,430,866 　　借入金収入 -

　　修繕費支出 13,762,597 　　　他会計借入金収入 -

　　社会保障給付費支出 19,296,475 　　　基金借入金収入 -

　　補助金等支出 410,324,992 　　　その他借入金収入 -

　　施設整備補助金等支出 58,121,121 　　他会計からの繰入金収入 -

　　　施設整備補助金支出 16,050,493 　　その他財務活動収入 -

　　　国直轄事業負担金支出 17,213,233 　財務活動支出 514,894,110

　　　県直接整備費支出 24,857,395 　　地方債償還金支出 497,236,822

　　他会計への繰出金支出 6,986,885 　　借入金返済支出 557,167

　　利息及び手数料支出 80,751,382 　　　他会計借入金返済支出 557,167

　　その他行政支出 1,508,631 　　　基金借入金返済支出 -

　特別収入 255,412 　　　その他借入金返済支出 -

　　分担金及び負担金収入(災害復旧費) - 　　公債管理特別会計への繰出金支出 -

　　国庫支出金収入(災害復旧費) 255,412 　　その他財務活動支出 17,100,122

　　その他特別収入 - 財務活動収支差額 141,911,994

　特別支出 14,358,641 当期現金預金増減額 △ 1,716,670

　　災害復旧費支出 330,450 一般財源等配分調整額 -

　　その他特別支出 14,028,191 期首現金預金残高 25,412,617

行政サービス活動収支差額 16,238,028 期末現金預金残高 23,695,948

　　0：四捨五入の結果、千円未満のもの

　　-：金額が存在しないもの



純資産変動計算書
自　平成25年4月 1日

至　平成26年3月31日

一般会計特別会計各会計合算

 （単位：千円）

有価証券
評価差額金

立竹木
評価差額金

当期首残高 2,349,889,051 - 301,653 - 2,350,190,704

当期変動額 - △ 95,272,214 △ 4,356 - △ 95,276,570

当期末残高 2,349,889,051 △ 95,272,214 297,297 - 2,254,914,134

　　　0：四捨五入の結果、千円未満のもの

　　　-：金額が存在しないもの

開始残高相当 剰余金

評価差額金

純資産合計


