
（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 94,908,123,180

資産合計 130,882,230,253 負債及び純資産合計 130,882,230,253

2,299,757,000
33,881,475

-
△ 4,426,393

724,565
6,063,027,852
3,763,270,852

△ 20,203,809
8,311,040,176
1,619,711,532

598,121,145

10,010,450,144
-

10,010,450,144
160,000,000

135,599,000
104,900,000

-
292,357,499
39,866,218

10,753,385,052
270,915,000
30,416,000

58,899,404
7,991,400

50,908,004

201,733,004
4,399,501,736

△ 3,227,221,739

△ 135,486,201,647
-
-

2,224,514,455
△ 1,082,171,348
212,210,579,955

396,131,200 128,634,942,494
78,413,229,919 △ 33,726,819,314

344,775,500 -

- 26,152,398
- 負債合計 35,974,107,073
-

- -
- 432,343,669
- 200,034,630

△ 4,486,243,121 134,850,182
5,072,000 2,323,400

△ 5,071,997 -

48,735,786,586 2,585,058,976
△ 28,581,195,012 3,909,935,222

7,749,729,282 3,114,230,943

7,672,797,617 4,670,304,440
686,389,150 2,160,000

122,571,190,077 32,064,171,851
111,758,905,621 24,806,648,435

【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

32,173,395,705 -



（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

-

-

27,727,298,645

540,121,897

53,657,262

459,098,218

2,160,000

25,206,417

-

-

27,187,176,748

1,068,220,313

232,961,485

9,689,257

825,569,571

12,992,417,531

10,175,444,236

2,774,517,022

42,456,273

5,049,725,604

3,924,219,731

1,125,505,873

-

32,236,902,352

19,244,484,821

6,876,705,488

5,179,105,067

429,185,653

14,545,849

1,253,868,919

11,299,559,020

5,393,015,170

472,256,137

5,434,287,713

【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 132,531,650,692 △ 36,174,046,237 -

純行政コスト（△） △ 27,727,298,645

財源 25,493,866,636 -

税収等 17,550,780,969

国県等補助金 7,943,085,667

本年度差額 △ 2,233,432,009 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,761,393,932 4,761,393,932

有形固定資産等の増加 1,809,984,928 △ 1,809,984,928

有形固定資産等の減少 △ 5,904,679,930 5,904,679,930

貸付金・基金等の増加 1,583,328,317 △ 1,583,328,317

貸付金・基金等の減少 △ 2,250,027,247 2,250,027,247

資産評価差額 -

無償所管換等 292,362,705

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 572,323,029 △ 80,735,000

本年度純資産変動額 △ 3,896,708,198 2,447,226,923 -

本年度末純資産残高 128,634,942,494 △ 33,726,819,314 -

292,362,705

-

-

491,588,029

△ 1,449,481,275

94,908,123,180

-

96,357,604,455

△ 27,727,298,645

25,493,866,636

17,550,780,969

7,943,085,667

△ 2,233,432,009

【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

170,037,821
7,106,716

177,144,537
1,619,711,532

△ 1,880,878,147
本年度資金収支額 205,916,233
前年度末資金残高 1,236,650,762
本年度末資金残高 1,442,566,995

93,396,000

1,904,709,000
700,063

9,694,000
741,000

△ 455,401,772

3,860,907,147
3,856,348,467

4,558,680
1,980,029,000
1,886,633,000

747,963,000

13,219,728
216,262,000

2,542,196,152

3,119,208,835
1,858,525,943
1,253,968,655

-
5,400,000
1,314,237

2,663,807,063

53,657,262

772,968,828
12,996,618,545
10,175,444,236
2,774,517,022

46,657,287
29,120,232,930
17,491,159,023
7,001,340,667
3,957,336,587

670,396,653
66,876,990

232,961,485

【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

26,727,421,788
13,730,803,243
6,859,123,154
5,865,749,776


