
（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 40,863,424,382

資産合計 52,048,639,124 負債及び純資産合計 52,048,639,124

1,590,585,000
2,046,876

-
△ 4,897,742

68,580,000
2,391,358,000

800,773,000

△ 8,551,167
2,851,865,854

335,789,516
58,989,204

1,348,590,000
-

1,348,590,000
-

88,747,000
-
-

89,901,699
76,140,000

1,648,010,299
141,929,767
53,182,767

-
-
-

29,987,000
1,681,719,240

△ 942,817,916

△ 78,773,694,186
-
-

121,133,458
△ 30,115,294

114,821,797,407

12,852,000 51,656,711,270
36,931,753,466 △ 10,793,286,888

762,645,081 -

- 55,196,274
- 負債合計 11,185,214,742
-

- -
- 82,537,432
- 27,135,813

△ 424,179,727 10,535,591
- 17,276,331
- -

14,414,774,482 789,702,462
△ 8,525,405,742 1,055,691,335

513,524,688 863,009,894

3,373,745,380 1,175,662,000
512,797,100 1,193,000

49,196,773,270 10,129,523,407
47,548,762,971 8,155,156,284

【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

9,878,108,181 7,809,661



（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

-

871,861

9,057,756,970

114,252,738

80,693,824

26,991,804

-

6,567,110

871,861

-

8,944,376,093

132,781,016

51,035,779

14,070,433

67,674,804

4,196,571,307

3,513,434,646

680,302,841

2,833,820

466,175,384

256,776,087

209,399,297

56,688,576

9,410,551,477

5,213,980,170

1,285,652,678

1,065,386,331

82,537,432

13,050,000

124,678,915

3,795,546,476

956,369,523

361,503,043

2,420,985,334

【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 51,684,695,940 △ 10,379,586,452 -

純行政コスト（△） △ 9,057,756,970

財源 7,271,469,608 -

税収等 4,858,288,013

国県等補助金 2,413,181,595

本年度差額 △ 1,786,287,362 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 384,500,351 384,500,351

有形固定資産等の増加 2,335,107,917 △ 2,335,107,917

有形固定資産等の減少 △ 2,520,516,058 2,520,516,058

貸付金・基金等の増加 320,183,210 △ 320,183,210

貸付金・基金等の減少 △ 519,275,420 519,275,420

資産評価差額 △ 40

無償所管換等 △ 131,835,344

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 488,351,065 988,086,575

本年度純資産変動額 △ 27,984,670 △ 413,700,436 -

本年度末純資産残高 51,656,711,270 △ 10,793,286,888 -

△ 131,835,344

-

-

1,476,437,640

△ 441,685,106

40,863,424,382

△ 40

41,305,109,488

△ 9,057,756,970

7,271,469,608

4,858,288,013

2,413,181,595

△ 1,786,287,362

【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

26,215,977
919,836

27,135,813
335,789,516

△ 25,838,202
本年度資金収支額 15,158,953
前年度末資金残高 293,494,750
本年度末資金残高 308,653,703

127,701,036

377,587,240
68,580,000

-
-

△ 385,913,903

914,739,238
861,186,383
53,552,855

888,901,036
761,200,000

-

3,128,030
467,979,941
426,911,058

832,081,143
580,557,141
182,694,002

250,000
68,580,000

-
446,167,240

80,693,824

118,431,158
4,196,571,307
3,513,434,646

680,302,841
2,833,820

7,261,415,112
4,853,678,300
1,945,459,595

256,670,340
205,606,877
83,821,854

51,035,779

【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

7,218,662,141
3,022,090,834
1,271,091,361
1,581,532,536


