
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

28,367,826,766 -
14,202,551,511 -

356,490,000 -

84,048,201,797 34,109,583,840
77,956,211,520 22,227,010,610

△ 170,071,116 62,002,660
- -
- -

23,398,066,579 11,882,573,230
△ 10,192,838,782 2,178,025,355

638,576,134 1,813,618,880

- 645,317
- 負債合計 36,287,609,195
-

- -
- 130,327,994
- 171,430,504

526,023,613
△ 213,302,782
63,425,615,067

135,052,440 86,453,079,728
49,024,956,383 △ 34,063,208,088
6,449,960,234 -

269,967,850
1,492,924,120

△ 929,495,749

△ 21,433,307,599
-
-

5,335,679,727
70,473,000
24,575,000

756,310,550
-

756,310,550

4,833,209,323
-

4,833,209,323
-

37,098,000
8,800,000

-
442,856,503
7,806,600

832,200
2,404,045,731
2,015,304,705

△ 18,665,699
4,629,279,038
1,992,990,601
236,594,228

- 純資産合計 52,389,871,640

資産合計 88,677,480,835 負債及び純資産合計 88,677,480,835

388,741,026
178,260
664,912

△ 6,026,894



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

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

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

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

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

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 金額

-

19,052,594,740

8,698,980,226

2,105,669,232

1,623,277,474

128,868,639

-

353,523,119

5,765,235,400

3,463,987,992

196,001,888

2,105,245,520

17,471,434,000

828,075,594

265,131,894

16,236,123

546,707,577

10,353,614,514

7,770,792,230

2,394,622,515

188,199,769

1,581,160,740

928,521,093

652,639,647

59,253,508

15,890,753

18,149,059,107

752,769,368

191,938,855

547,875,540

-

12,954,973

75,144,261

-



（単位：円）

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 87,958,833,817 △ 34,340,313,931 -

純行政コスト（△） △ 18,149,059,107

財源 17,916,938,437 -

税収等 10,645,841,374

国県等補助金 7,271,097,063

本年度差額 △ 232,120,670 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 328,266,129 328,266,129

有形固定資産等の増加 3,058,384,832 △ 3,058,384,832

有形固定資産等の減少 △ 3,840,965,699 3,840,965,699

貸付金・基金等の増加 1,556,775,937 △ 1,556,775,937

貸付金・基金等の減少 △ 1,102,461,199 1,102,461,199

資産評価差額 2,358,271

無償所管換等 △ 749,805,847

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 430,040,384 180,960,384

本年度純資産変動額 △ 1,505,754,089 277,105,843 -

本年度末純資産残高 86,453,079,728 △ 34,063,208,088 -

【様式第３号】

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 合計

2,358,271

53,618,519,886

△ 18,149,059,107

17,916,938,437

10,645,841,374

7,271,097,063

△ 232,120,670

△ 749,805,847

-

-

△ 249,080,000

△ 1,228,648,246

52,389,871,640



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
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
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
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
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

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

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
本年度末現金預金残高

265,131,894

【様式第４号】

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 金額

16,928,139,441
6,574,524,927
2,082,063,310
3,680,622,146

191,938,855

546,707,577
10,353,614,514
7,770,792,230
2,394,622,515
188,199,769

18,146,531,878
10,638,281,695
6,051,952,897
931,576,663
524,720,623
191,938,855

752,735,500

-
329,826,393

1,356,279,975

4,235,401,802
2,916,951,982
1,317,873,820

-
576,000

-
2,863,955,940

-

887,863,000
544,200

1,201,627,059
21,186,181

△ 1,371,445,862

1,812,044,209
1,812,044,209

-
1,821,428,000
1,821,428,000

本年度資金収支額 △ 5,782,096
前年度末資金残高 1,839,773,123
本年度末資金残高 1,833,991,027

174,896,291
△ 15,896,717
158,999,574

1,992,990,601

9,383,791


