
（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 - 純資産合計 38,378,010,953

資産合計 51,099,346,278 負債及び純資産合計 51,099,346,278

316,430,814
15,790,858

-
△ 4,265,439

14,309,130
1,535,651,191
1,219,220,377

△ 12,628,283
3,642,883,334
1,845,253,307

236,144,287

1,288,598,005
-

1,288,598,005
-

187,392,444
267,935,000

△ 102,000,000
177,166,194
32,351,170

1,839,640,279
456,153,193

825,749

8,716,126
8,532,873

183,253

219,114,932
1,066,276,077

△ 799,117,724

△ 33,493,417,362
-
-

69,483,141
△ 55,646,413

65,511,667,430

1,933,200 49,006,423,265
32,374,189,400 △ 10,628,412,312

122,987,672 -

- 3,842,532
- 負債合計 12,721,335,325
-

- -
- 184,177,490
- 130,058,977

△ 203,905,803 80,751,109
- -
- 2,250

19,904,825,032 295,903,814
△ 13,354,987,118 1,437,027,903

273,572,521 1,038,195,545

3,029,918,454 1,938,185,000
3,315,402,500 -

47,456,462,944 11,284,307,422
45,608,106,539 9,050,218,608

【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

12,966,758,786 -



（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

-

131,115,565

17,631,279,343

2,111,381,665

2,098,323,190

-

-

13,058,475

131,115,565

-

15,651,013,243

302,484,816

79,929,953

13,854,635

208,700,228

9,154,969,391

8,196,983,508

953,892,429

4,093,454

1,217,656,833

933,093,895

284,562,938

-

16,868,670,076

7,713,700,685

2,822,840,223

2,271,935,949

184,177,490

-

366,726,784

4,588,375,646

2,349,484,365

578,649,499

1,660,241,782

【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



（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 48,888,783,581 △ 10,418,781,559 -

純行政コスト（△） △ 17,631,279,343

財源 17,535,341,675 -

税収等 9,495,619,941

国県等補助金 8,039,721,734

本年度差額 △ 95,937,668 -

固定資産等の変動（内部変動） 130,747,849 △ 130,747,849

有形固定資産等の増加 1,208,892,881 △ 1,208,892,881

有形固定資産等の減少 △ 1,660,241,782 1,660,241,782

貸付金・基金等の増加 718,624,239 △ 718,624,239

貸付金・基金等の減少 △ 136,527,489 136,527,489

資産評価差額 936

無償所管換等 △ 11,831,501

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,277,600 17,054,764

本年度純資産変動額 117,639,684 △ 209,630,753 -

本年度末純資産残高 49,006,423,265 △ 10,628,412,312 -

△ 11,831,501

-

-

15,777,164

△ 91,991,069

38,378,010,953

936

38,470,002,022

△ 17,631,279,343

17,535,341,675

9,495,619,941

8,039,721,734

△ 95,937,668

【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



（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

228,470,201
△ 98,416,874

130,053,327
1,845,253,307

△ 308,223,275
本年度資金収支額 △ 647,905,376
前年度末資金残高 2,363,105,356
本年度末資金残高 1,715,199,980

47,755,000

69,254,000
7,621,980

-
260,400

△ 1,186,038,827

1,120,478,275
1,061,070,324

59,407,951
812,255,000
764,500,000

590,528,772

2,075,652
2,918,574,434

846,356,726

1,853,703,979
1,179,859,987

671,563,992
-

2,280,000
-

667,665,152

2,098,323,190

215,949,193
9,154,969,391
8,196,983,508

953,892,429
4,093,454

15,217,950,793
9,435,866,818
4,533,393,413

952,349,521
296,341,041

2,100,398,842

79,929,953

【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

15,189,769,659
6,034,800,268
2,820,196,069
2,918,725,053


