
（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

32,193,305,961 95,279,000
17,041,057,722 1,575,027,383
1,103,966,701 -

61,979,835,575 23,072,144,742
55,047,823,633 19,291,628,048

△ 4,281,023 217,617,328
- -
- 799

29,842,753,921 2,110,210,311
△ 16,456,173,822 3,767,233,794

95,854,795 1,947,481,118

- 1,573,759
- 負債合計 26,839,378,536
-

- -
- 196,478,333
- 1,404,082,457

1,840,780,522
△ 880,982,448
53,585,322,390

570,127,667 67,955,754,004
22,038,287,822 △ 23,382,002,946

506,914,578 -

717,104,160
6,982,150,570

△ 6,165,920,720

△ 33,730,851,380
-
-

6,789,556,509
391,692,000

8,400,000

142,455,433
126,772,865
15,682,568

6,300,282,782
-

6,300,282,782
79,699,960

121,137,000
262,155,000

-
19,832,408

-

-
5,975,918,429
2,578,469,372

△ 1,950,641
9,433,294,019
2,770,397,903

661,237,541

- 純資産合計 44,573,751,058

資産合計 71,413,129,594 負債及び純資産合計 71,413,129,594

3,397,449,057
27,544,644

-
△ 1,804,498



（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

-

18,428,532,186

9,484,737,967

3,362,208,617

2,937,197,929

151,726,333

358,000

272,926,355

5,163,647,157

3,317,271,630

149,398,808

1,696,976,719

15,034,496,393

958,882,193

132,236,946

6,261,171

820,384,076

8,943,794,219

7,858,512,920

1,077,053,543

8,227,756

3,394,035,793

1,431,112,291

1,962,923,502

-

1,490,232

15,299,989,022

266,982,861

238,306,293

28,258,308

-

418,260

1,490,232

-



（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 66,639,433,442 △ 23,435,839,001 -

純行政コスト（△） △ 15,299,989,022

財源 15,646,935,341 -

税収等 9,673,540,645

国県等補助金 5,973,394,696

本年度差額 346,946,319 -

固定資産等の変動（内部変動） 242,840,848 △ 242,840,848

有形固定資産等の増加 2,985,967,534 △ 2,985,967,534

有形固定資産等の減少 △ 1,790,917,263 1,790,917,263

貸付金・基金等の増加 363,247,730 △ 363,247,730

貸付金・基金等の減少 △ 1,315,457,153 1,315,457,153

資産評価差額 1,023,210,298

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 50,269,416 △ 50,269,416

本年度純資産変動額 1,316,320,562 53,836,055 -

本年度末純資産残高 67,955,754,004 △ 23,382,002,946 -

【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

1,023,210,298

43,203,594,441

△ 15,299,989,022

15,646,935,341

9,673,540,645

5,973,394,696

346,946,319

-

-

-

-

1,370,156,617

44,573,751,058



（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

135,445,283

【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

16,808,921,957
7,813,606,738
3,871,650,997
3,235,288,389

238,306,293

571,222,069
8,995,315,219
7,858,512,920
1,077,053,543

59,748,756
17,330,002,792
9,544,122,232
4,593,150,556
1,921,805,710
1,270,924,294

238,306,293

738,223,962

-
662,396,178
945,170,720

3,227,616,898
2,923,573,013

303,043,885
1,000,000

-
-

1,980,284,378

38,869,905

1,191,791,000
-
-

50,269,416
△ 1,247,332,520

2,005,137,202
2,005,137,202

-
2,388,769,905
2,349,900,000

本年度資金収支額 81,470,903
前年度末資金残高 1,289,202,137
本年度末資金残高 1,370,673,040

1,146,821,806
252,903,057

1,399,724,863
2,770,397,903

383,632,703


