
（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

18,227,572,623 -
3,823,928,848 999,907,000

- -

40,251,858,260 17,638,680,690
37,520,214,911 16,553,656,793

△ 1,662,019,486 46,069,757
- -
- -

23,206,431,891 85,116,897
△ 14,564,259,967 1,816,310,241

2,927,541,548 1,609,791,538

- 4,666,943
- 負債合計 19,454,990,931
-

- -
- 107,818,516
- 47,963,487

1,037,237,978
△ 490,527,446
40,254,878,983

4,495,949,789 44,087,397,819
18,969,441,841 △ 18,506,131,492
1,475,361,555 -

64,309,463
868,932,783

△ 545,732,336

△ 23,371,818,692
-
-

2,713,495,685
163,605,088
29,483,000

18,147,664
17,494,944

652,720

2,463,475,840
-

2,463,475,840
-

134,122,088
-
-

79,187,314
10,653,627

16,377,971
3,819,161,588
2,670,908,235

△ 3,426,184
4,784,398,998

904,761,316
38,797,617

- 純資産合計 25,581,266,327

資産合計 45,036,257,258 負債及び純資産合計 45,036,257,258

1,148,253,353
4,850,179
2,419,000

△ 1,968,673



（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

-

11,933,532,957

5,924,090,979

1,631,029,281

1,428,882,643

113,734,327

-

88,412,311

3,969,256,708

2,318,354,176

213,302,137

1,437,600,395

10,850,845,950

323,804,990

210,838,710

14,089,552

98,876,728

6,009,441,978

4,903,837,350

1,090,352,668

15,251,960

1,082,687,007

844,650,985

238,036,022

-

1,100,227

10,970,573,167

120,827,444

120,632,213

-

-

195,231

1,100,227

-



（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 43,148,066,203 △ 18,103,268,453 -

純行政コスト（△） △ 10,970,573,167

財源 11,720,635,223 -

税収等 7,738,304,965

国県等補助金 3,982,330,258

本年度差額 750,062,056 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,723,483,185 △ 2,723,483,185

有形固定資産等の増加 4,411,510,205 △ 4,411,510,205

有形固定資産等の減少 △ 1,437,600,395 1,437,600,395

貸付金・基金等の増加 291,104,845 △ 291,104,845

貸付金・基金等の減少 △ 541,531,470 541,531,470

資産評価差額 -

無償所管換等 475,978

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,784,627,547 1,570,558,090

本年度純資産変動額 939,331,616 △ 402,863,039 -

本年度末純資産残高 44,087,397,819 △ 18,506,131,492 -

【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

-

25,044,797,750

△ 10,970,573,167

11,720,635,223

7,738,304,965

3,982,330,258

750,062,056

475,978

-

-

△ 214,069,457

536,468,577

25,581,266,327



（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

210,838,710

【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

10,525,094,748
4,515,912,188
1,643,899,483
2,563,389,049

120,632,213

97,784,946
6,009,182,560
4,903,837,350
1,090,352,668

14,992,542
11,828,482,701
7,731,834,453
3,036,448,227

869,420,344
190,779,677
593,431,624

499,392,120

472,799,411
919,094,091

1,629,050,420

2,995,083,619
2,826,588,354

158,495,265
-

10,000,000
-

960,674,426

19,750,000

462,507,352
18,474,954

-
△ 19,700,000

△ 2,034,409,193

2,222,604,612
2,214,416,531

8,188,081
2,453,592,000
2,433,842,000

本年度資金収支額 △ 174,371,385
前年度末資金残高 1,032,227,560
本年度末資金残高 857,856,175

27,931,248
18,973,893
46,905,141

904,761,316

230,987,388


