
（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 37,974,172,472

資産合計 80,924,785,556 負債及び純資産合計 80,924,785,556

633,459,695
36,674,687
219,158

△ 31,797,108

13,102,800
2,356,490,250
1,723,030,555

△ 66,496,194
4,635,133,461
1,620,283,294
640,160,380

7,675,913,290
-

7,675,913,290
-

188,712,788
108,000,000
△ 61,916,821
1,833,283,746
99,120,600

9,787,117,409
307,212,788
10,500,000

52,599,930
52,243,743
356,187

33,437,423
4,530,566,991

△ 3,183,525,825

△ 78,107,516,243
-
-

2,311,998,037
△ 1,314,856,858
101,902,728,330

92,614,895 78,659,245,145
26,717,967,653 △ 40,685,072,673
1,892,176,964 -

- 98,308,150
- 負債合計 42,950,613,084
-

- -
- 321,052,372
- 64,103,003

△ 6,045,630 169,490,782
2,451,600 35,553,923

- 141,863

43,889,182,898 1,704,849,144
△ 22,250,047,278 3,989,095,631

487,367,829 3,300,445,538

13,278,669,323 4,049,315,967
2,890,732,300 -

76,289,652,095 38,961,517,453
66,449,934,756 33,207,352,342

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

38,384,925,937 -



（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 36,807,892,406

資産合計 83,916,693,861 負債及び純資産合計 83,916,693,861

633,484,772
38,649,238
658,077

△ 31,671,246

13,638,800
2,060,476,997
1,426,992,225

△ 64,369,718
4,510,712,587
1,790,318,648
638,642,073

7,115,708,826
-

7,115,708,826
-

133,481,529
125,000,000
△ 66,634,869
1,762,636,053
89,603,800

9,105,925,621
268,981,529
10,500,000

89,968,213
60,296,026
29,672,187

41,911,423
5,925,057,849

△ 4,140,851,298

△ 80,794,177,837
-
-

2,037,213,938
△ 1,192,003,276
108,851,675,543

3,892,320 81,480,097,071
30,875,984,423 △ 44,672,204,665
1,931,364,632 -

- 104,973,816
- 負債合計 47,108,801,455
-

- -
- 345,275,692
- 72,289,876

△ 47,430,401 208,239,164
2,451,600 52,397,075
△ 350,578 183,876

43,773,373,338 3,116,932,040
△ 23,071,789,734 4,350,179,876

791,401,422 3,566,820,377

13,207,616,199 3,476,233,297
2,890,732,300 -

79,405,981,274 42,758,621,579
70,210,087,440 36,165,456,242

【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

37,549,896,466 -



（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

1,091,895

19,667,437

33,135,769,973

318,255,244

181,124,944

55,092,874

-

76,974,274

20,759,332

5,063,152

32,838,274,061

883,093,148

367,584,993

75,805,465

439,702,690

20,781,806,613

16,945,857,538

3,794,733,302

41,215,773

3,906,038,892

946,204,094

2,959,834,798

505,300,185

36,744,312,953

15,962,506,340

5,321,653,213

3,704,049,717

344,095,692

-

1,273,507,804

9,757,759,979

6,045,192,473

772,744,092

2,434,523,229

【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 78,659,245,145 △ 40,685,072,673 -

純行政コスト（△） △ 33,135,769,973

財源 32,432,275,076 -

税収等 19,553,920,193

国県等補助金 12,878,354,883

本年度差額 △ 703,494,897 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,247,895,562 △ 3,247,895,562

有形固定資産等の増加 6,755,203,141 △ 6,755,203,141

有形固定資産等の減少 △ 2,459,969,994 2,459,969,994

貸付金・基金等の増加 2,320,661,543 △ 2,320,661,543

貸付金・基金等の減少 △ 3,367,999,128 3,367,999,128

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 460,784,609

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 33,740,973 △ 35,741,533

本年度純資産変動額 2,820,851,926 △ 3,987,131,992 -

本年度末純資産残高 81,480,097,071 △ 44,672,204,665 -

△ 460,784,609

-

-

△ 2,000,560

△ 1,166,280,066

36,807,892,406

-

37,974,172,472

△ 33,135,769,973

32,432,275,076

19,553,920,193

12,878,354,883

△ 703,494,897

【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

54,361,016
9,844,990
64,206,006

1,790,318,648

△ 488,809,970
本年度資金収支額 160,190,364
前年度末資金残高 1,565,922,278
本年度末資金残高 1,726,112,642

629,566,000

1,820,718,849
1,143,400,800
13,104,246
71,157,593

△ 438,048,964

3,565,804,970
3,483,084,950
82,720,020

3,076,995,000
2,447,429,000

187,890,172

3,840,276
1,207,868,626
1,087,049,298

3,674,320,624
1,538,642,359
964,501,132
35,326,208

1,135,659,000
191,925

3,236,271,660

181,124,944

564,864,596
20,781,806,613
16,945,857,538
3,794,733,302
41,215,773

34,816,296,522
19,489,144,815
11,519,568,239
962,762,124
2,844,821,344
184,965,220

367,584,993

【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

34,752,150,630
13,970,344,017
5,659,026,636
7,378,867,792


