
（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

15,655,774,259 -
6,851,868,117 1,291,277,000

47,674,900 -

43,243,633,157 8,364,282,642
40,874,669,227 6,035,483,849

△ 136,988,480 24,845,615
9,489,000 -

△ 9,488,998 -

18,931,255,359 1,037,521,793
△ 10,605,651,131 790,032,789

567,615,492 562,519,126

- -
- 負債合計 9,154,315,431
-

- -
- 86,614,793
- 116,053,255

618,753,570
△ 154,330,611
44,605,680,226

- 44,248,636,996
24,298,218,300 △ 7,632,853,646
1,028,243,157 -

34,168,595
2,550,378,884

△ 1,629,702,216

△ 21,834,296,637
-
-

2,356,949,906
45,446,764
16,924,939

12,014,024
6,784,664
5,229,360

2,080,634,898
-

2,080,634,898
-

22,521,825
6,000,000

-
78,178,148

163,104,580

7,603,200
997,400,639
920,408,493

△ 10,414,484
2,526,465,624
1,472,963,615

52,983,000

- 純資産合計 36,615,783,350

資産合計 45,770,098,781 負債及び純資産合計 45,770,098,781

76,992,146
2,074,825

-
△ 6,559,655



（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

60,043,595

12,691,053,466

4,434,927,866

1,270,621,625

1,012,904,872

86,100,034

12,834,989

158,781,730

2,983,479,867

1,339,346,711

267,578,295

1,316,511,266

12,153,236,943

180,826,374

53,689,441

24,477,560

102,659,373

8,256,125,600

7,265,618,542

955,782,299

34,724,759

537,816,523

371,461,166

166,355,357

10,718,752

56,038

12,258,524,081

116,061,928

83,880,876

16,344,982

-

15,836,070

10,774,790

-



（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 44,258,019,806 △ 7,726,780,484 -

純行政コスト（△） △ 12,258,524,081

財源 12,336,190,323 -

税収等 7,492,763,337

国県等補助金 4,843,426,986

本年度差額 77,666,242 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 156,596,677 156,596,677

有形固定資産等の増加 1,320,776,609 △ 1,320,776,609

有形固定資産等の減少 △ 1,373,740,098 1,373,740,098

貸付金・基金等の増加 2,309,314,919 △ 2,309,314,919

貸付金・基金等の減少 △ 2,412,948,107 2,412,948,107

資産評価差額 △ 16,636,155

無償所管換等 22,702,500

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 141,147,522 △ 140,336,081

本年度純資産変動額 △ 9,382,810 93,926,838 -

本年度末純資産残高 44,248,636,996 △ 7,632,853,646 -

【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

36,615,783,350

△ 16,636,155

36,531,239,322

△ 12,258,524,081

12,336,190,323

7,492,763,337

4,843,426,986

77,666,242

22,702,500

-

-

811,441

84,544,028



（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

53,689,441

【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

11,330,258,043
3,074,132,443
1,256,881,466
1,657,389,836

83,880,876

106,171,700
8,256,125,600
7,265,618,542

955,782,299
34,724,759

11,346,699,083
7,441,004,071
3,359,601,680

380,733,134
165,360,198
100,736,524

441,145,469

16,855,648
1,048,374,463

964,078,979

3,538,378,345
1,275,019,157
2,209,721,691

389,391
48,519,000
4,729,106

2,657,756,295

140,000,000

2,153,475,232
52,080,760
10,718,752

336,082
△ 880,622,050

596,391,693
596,391,693

-
562,392,000
422,392,000

本年度資金収支額 49,457,236
前年度末資金残高 1,307,466,169
本年度末資金残高 1,356,923,405

125,031,771
△ 8,991,561
116,040,210

1,472,963,615

△ 33,999,693


