
（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

48,099,476,614 -

17,526,033,591 757,032,000

- -

164,156,466,320 25,006,278,486

159,744,930,272 21,361,330,983

△ 515,580,990 80,071,721

- -

- -

42,198,863,393 2,887,915,503

△ 14,632,799,902 3,185,597,615

810,964,242 2,323,009,900

- 398,575,133

- 負債合計 28,191,876,101

-

- -

- 185,353,706

- 198,587,155

463,072,884

△ 172,428,814

157,280,018,601

2,711,996,280 170,867,085,386

111,207,017,224 △ 25,680,608,830

2,531,019,484 -

499,477,842

1,760,913,299

△ 1,322,476,865

△ 49,394,142,773

-

-

4,291,796,677

362,345,629

71,514,969

119,739,371

119,578,771

160,600

3,720,193,172

-

3,720,193,172

-

290,830,660

-

-

226,390,270

-

-

6,710,619,066

3,279,046,200

△ 17,132,394

9,221,886,337

2,297,826,819

224,531,402

- 純資産合計 145,186,476,556

資産合計 173,378,352,657 負債及び純資産合計 173,378,352,657

3,431,572,866

490,310

-

△ 11,581,260



（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

72,316,615

26,325,563,041

11,434,182,767

3,202,238,483

2,456,596,392

189,665,706

10,347,000

545,629,385

7,758,117,569

3,299,415,153

286,528,086

4,099,857,715

24,373,926,407

473,826,715

221,526,145

12,992,179

239,308,391

14,891,380,274

11,298,855,500

3,586,291,805

6,232,969

1,951,636,634

1,166,501,994

785,134,640

972,125

4,909,882

24,413,101,673

45,057,273

18,209,880

13,689,765

-

13,157,628

5,882,007

-



（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 169,174,039,784 △ 23,656,753,796 -

純行政コスト（△） △ 24,413,101,673

財源 24,326,622,550 -

税収等 13,205,537,775

国県等補助金 11,121,084,775

本年度差額 △ 86,479,123 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,936,189,183 △ 1,936,189,183

有形固定資産等の増加 6,398,355,621 △ 6,398,355,621

有形固定資産等の減少 △ 4,173,277,035 4,173,277,035

貸付金・基金等の増加 736,442,699 △ 736,442,699

貸付金・基金等の減少 △ 1,025,332,102 1,025,332,102

資産評価差額 △ 28,943,764

無償所管換等 34,214,590

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 248,414,407 △ 1,186,728

本年度純資産変動額 1,693,045,602 △ 2,023,855,034 -

本年度末純資産残高 170,867,085,386 △ 25,680,608,830 -

【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

△ 28,943,764

145,517,285,988

△ 24,413,101,673

24,326,622,550

13,205,537,775

11,121,084,775

△ 86,479,123

145,186,476,556

34,214,590

-

-

△ 249,601,135

△ 330,809,432



（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

221,526,145

【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

22,167,286,213

7,275,905,939

3,161,496,522

3,653,552,644

18,209,880

239,330,628

14,891,380,274

11,298,855,500

3,586,291,805

6,232,969

23,782,719,896

13,038,734,516

8,822,743,348

1,150,284,077

770,957,955

231,354,589

1,882,501,190

213,144,709

791,434,993

2,175,514,087

6,877,919,547

6,251,515,716

612,181,831

-

14,222,000

-

2,818,762,918

-

902,753,000

14,222,000

18,100,000

1,186,728

△ 4,059,156,629

2,204,692,025

2,129,354,415

75,337,610

3,393,100,000

3,393,100,000

本年度資金収支額 △ 695,234,567
前年度末資金残高 2,808,484,546

本年度末資金残高 2,113,249,979

195,978,497

△ 11,401,657
184,576,840

2,297,826,819

1,188,407,975


