
（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

27,577,733,658 492,042,814
6,292,246,888 2,356,923,339

928,293,280 -

145,217,489,417 18,774,381,704
138,901,216,545 15,843,767,073

△ 1,331,655,518 34,923,546
- -
- -

44,452,980,467 81,648,478
△ 24,667,556,789 2,095,389,213

1,697,703,090 1,857,578,987

△ 240,428 502,324
- 負債合計 20,869,770,917
-

- -
- 166,499,383

601,071 35,884,973

2,297,781,506
△ 1,485,871,197
385,736,939,701

205,361,597 149,179,828,630
110,418,340,840 △ 19,541,521,241

1,182,416,793 -

12,416,400
2,562,079,873

△ 1,656,937,826

△ 277,325,342,363
-
-

6,248,738,128
253,796,500

-

67,534,744
67,454,444

80,300

5,733,846,843
-

5,733,846,843
-

143,396,500
110,400,000

△ 40,000,000
285,481,992
41,481,200

6,392,700
3,955,946,513
3,187,086,868

△ 25,868,407
5,274,207,689
1,215,315,821

102,105,331

16,381,200 純資産合計 129,638,307,389

資産合計 150,508,078,306 負債及び純資産合計 150,508,078,306

768,859,645
2,669,035

400,000
△ 8,621,711



（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

11,733,307

28,878,767,637

16,682,238,009

3,453,396,701

2,688,820,598

166,499,383

-

598,076,720

12,848,953,398

4,247,730,992

604,931,087

7,984,558,012

27,033,280,324

379,887,910

130,689,706

36,277,092

212,921,112

12,196,529,628

10,244,242,819

1,930,306,208

21,980,601

1,845,487,313

769,291,825

1,076,195,488

-

-

27,833,990,565

800,710,241

783,362,290

1,141,887

-

6,206,064

-

10,000,000



（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 153,208,012,567 △ 18,246,370,436 -

純行政コスト（△） △ 27,833,990,565

財源 22,064,498,267 -

税収等 13,131,387,346

国県等補助金 8,933,110,921

本年度差額 △ 5,769,492,298 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,009,362,174 5,009,362,174

有形固定資産等の増加 3,589,527,533 △ 3,589,527,533

有形固定資産等の減少 △ 8,049,871,730 8,049,871,730

貸付金・基金等の増加 616,652,357 △ 616,652,357

貸付金・基金等の減少 △ 1,165,670,334 1,165,670,334

資産評価差額 -

無償所管換等 952,748,177

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 28,430,060 △ 535,020,681

本年度純資産変動額 △ 4,028,183,937 △ 1,295,150,805 -

本年度末純資産残高 149,179,828,630 △ 19,541,521,241 -

【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

-

134,961,642,131

△ 27,833,990,565

22,064,498,267

13,131,387,346

8,933,110,921

△ 5,769,492,298

952,748,177

-

-

△ 506,590,621

△ 5,323,334,742

129,638,307,389



（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

130,689,706

【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

21,273,463,528
9,076,933,900
3,868,574,355
4,867,255,848

783,362,290

210,413,991
12,196,529,628
10,244,242,819
1,930,306,208

21,980,601
21,151,894,934
13,157,299,903
6,464,439,863

774,094,418
756,060,750
783,518,933

1,393,227,531

156,643
1,075,443,527

170,356,000

4,124,316,890
3,559,446,927

519,741,763
10,000,000

-
35,128,200

2,411,477,704

11,817,865

966,091,795
6,339,300
6,949,048

38,870,030
△ 1,712,839,186

1,974,830,289
1,974,830,289

-
3,130,409,865
3,118,592,000

本年度資金収支額 △ 386,903,610
前年度末資金残高 1,566,334,458
本年度末資金残高 1,179,430,848

36,688,048
△ 803,075
35,884,973

1,215,315,821

1,155,579,576


