
（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 21,432,334,195

資産合計 36,539,767,826 負債及び純資産合計 36,539,767,826

384,622
272,220

-
△ 1,722,012

1,980,000
2,512,268,938
2,511,884,316

△ 2,895,669
3,249,069,063

615,728,440
120,541,477

2,733,954,451
-

2,733,954,451
-

35,352,507
405,000,000

△ 35,972,677
53,343,512
3,020,000

3,192,281,830
440,832,213

479,706

23,398,891
22,937,380

461,511

30,111,293
3,982,037,096

△ 3,320,913,220

△ 14,739,860,912
-
-

568,295,282
△ 300,195,189
28,922,548,090

33,252,800 35,804,947,701
14,707,724,164 △ 14,372,613,506

226,825,600 -

- 68,019,702
- 負債合計 15,107,433,631
-

- -
- 99,262,267
- 26,618,730

△ 268,061,477 23,590,645
- -
- -

17,890,742,460 2,648,865,615
△ 12,517,345,994 1,262,302,366

376,238,042 1,044,811,022

6,399,532,061 1,508,286,264
2,791,812,110 -

33,290,698,763 13,845,131,265
30,075,018,042 9,687,979,386

【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

14,706,170,002 -



（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

657,437

336,784

8,040,514,404

314,497,600

235,905,861

-

-

42,619,062

994,221

35,972,677

7,727,011,025

171,331,849

96,250,384

3,114,469

71,966,996

4,764,179,952

4,208,261,180

553,632,312

2,286,460

1,982,147,613

464,448,230

1,517,699,383

418,549

9,709,158,638

4,944,978,686

1,395,402,910

1,162,705,538

101,257,267

1,441,019

129,999,086

3,378,243,927

2,059,221,438

169,184,927

1,149,419,013

【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 36,358,130,630 △ 14,638,510,136 -

純行政コスト（△） △ 8,040,514,404

財源 7,860,229,892 -

税収等 5,370,594,484

国県等補助金 2,489,635,408

本年度差額 △ 180,284,512 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 509,554,446 509,554,446

有形固定資産等の増加 651,269,654 △ 651,269,654

有形固定資産等の減少 △ 1,148,806,449 1,148,806,449

貸付金・基金等の増加 385,359,257 △ 385,359,257

貸付金・基金等の減少 △ 397,376,908 397,376,908

資産評価差額 △ 20,094

無償所管換等 △ 106,958,316

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 63,349,927 △ 63,373,304

本年度純資産変動額 △ 553,182,929 265,896,630 -

本年度末純資産残高 35,804,947,701 △ 14,372,613,506 -

△ 106,958,316

-

-

△ 23,377

△ 287,286,299

21,432,334,195

△ 20,094

21,719,620,494

△ 8,040,514,404

7,860,229,892

5,370,594,484

2,489,635,408

△ 180,284,512

【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

16,399,745
10,218,985
26,618,730

615,728,440

△ 59,827,313
本年度資金収支額 △ 71,342,595
前年度末資金残高 660,452,305
本年度末資金残高 589,109,710

5,800,000

277,863,000
1,980,000

44,873
63,349,927

△ 610,881,674

1,062,036,313
993,408,145
68,628,168

1,002,209,000
996,409,000

65,836,203

43,748,499
232,532,755
599,366,392

1,019,955,677
615,618,341
367,995,668

-
-

36,341,668
409,074,003

235,905,861

173,664,404
4,764,179,952
4,208,261,180

553,632,312
2,286,460

9,299,716,829
5,362,047,395
2,192,251,408

464,724,720
1,280,693,306

279,654,360

96,250,384

【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

8,653,228,832
3,889,048,880
1,390,309,178
2,228,824,914


