
（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 24,832,905,337

資産合計 59,203,436,548 負債及び純資産合計 59,203,436,548

119,902,074
8,145,799

133,030,351
△ 8,620,217

43,610,539
1,667,247,689
1,547,345,615

△ 23,529,079
6,065,091,759
3,499,854,345

721,823,253

2,581,318,002
-

2,581,318,002
-

547,618,444
140,000,000

△ 50,000,000
517,237,935
43,410,178

3,758,560,480
690,123,444

2,505,000

33,687,782
21,116,852
12,570,930

273,460,689
3,491,822,489

△ 2,430,502,358

△ 28,321,954,471
-
-

1,019,315,466
△ 682,315,352
49,262,498,956

803,199,955 54,849,203,017
22,337,856,334 △ 30,016,297,680

786,851,046 -

- -
- 負債合計 34,370,531,211
-

- -
- 261,538,416
- 223,063,555

△ 140,858,809 192,484,647
- -
- -

30,219,275,442 2,053,660,980
△ 17,030,482,518 3,219,502,154

426,979,610 2,542,415,536

9,467,189,174 2,704,962,000
2,201,617,208 -

53,138,344,789 31,151,029,057
49,346,096,527 26,285,546,779

【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

25,946,920,062 106,859,298



（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

934,720

133,702,508

23,507,793,095

2,267,094,658

2,237,467,520

14,320,242

-

15,306,896

134,637,228

-

21,375,335,665

662,331,796

255,262,018

18,924,995

388,144,783

14,198,333,882

12,008,839,100

2,119,318,621

70,176,161

2,753,387,725

2,387,458,327

365,929,398

-

24,128,723,390

9,930,389,508

3,973,478,529

3,384,999,214

260,284,361

19,440,000

308,754,954

5,294,579,183

3,018,776,022

418,815,178

1,856,987,983

【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 53,392,503,235 △ 29,569,063,712 -

純行政コスト（△） △ 23,507,793,095

財源 24,350,085,340 -

税収等 12,949,331,107

国県等補助金 11,400,754,233

本年度差額 842,292,245 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,425,755,611 △ 1,425,755,611

有形固定資産等の増加 2,568,568,346 △ 2,568,568,346

有形固定資産等の減少 △ 1,872,844,283 1,872,844,283

貸付金・基金等の増加 1,806,063,297 △ 1,806,063,297

貸付金・基金等の減少 △ 1,076,031,749 1,076,031,749

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 30,502,373

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 61,446,544 136,229,398

本年度純資産変動額 1,456,699,782 △ 447,233,968 -

本年度末純資産残高 54,849,203,017 △ 30,016,297,680 -24,832,905,337

△ 30,502,373

-

-

197,675,942

1,009,465,814

-

23,823,439,523

△ 23,507,793,095

24,350,085,340

12,949,331,107

11,400,754,233

842,292,245

【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

198,751,027
△ 11,627,567

187,123,460
3,499,854,345

1,566,093,344
本年度資金収支額 34,473,968
前年度末資金残高 3,278,256,917
本年度末資金残高 3,312,730,885

-

272,423,048
10,276,836
2,595,520

26,980,000
△ 2,601,616,587

2,477,506,656
2,477,506,656

-
4,043,600,000
4,043,600,000

1,422,442,655

9,852,801
3,497,149,620
1,069,997,211

4,336,334,646
2,656,288,419
1,420,046,227

-
260,000,000

-
1,734,718,059

2,237,467,520

378,489,102
14,221,613,733
12,008,839,100
2,119,318,621

93,456,012
22,090,557,919
12,953,126,928
6,598,866,788
2,160,576,547

377,987,656
2,247,320,321

255,262,018

【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

22,270,390,007
8,048,776,274
3,960,241,156
3,454,783,998


