
(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
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
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
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

【様式第１号】

期首 一般会計等 貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

27,275,031,870 97,908,000
12,778,979,786 3,103,646,000

424,833,400 -

52,203,894,665 23,542,425,069
49,517,780,063 20,331,079,434

△ 919,930,918 38,224,000
- -
- -

30,711,397,595 9,791,635
△ 17,752,944,559 2,228,490,642

1,981,939,766 1,910,046,077

- 6,780,965
- 負債合計 25,770,915,711
-

- -
- 194,302,401
- 79,137,199

383,556,606
△ 220,593,234
36,620,169,089

50,756,800 55,534,004,701
22,001,036,798 △ 25,178,649,510
5,824,486,132

135,450,200
1,131,359,148

△ 889,647,753

△ 20,742,031,995
-
-

2,667,782,482
225,090,881
10,710,481

18,332,120
18,332,120

-

2,303,991,853
-

2,303,991,853
-

199,180,400
15,200,000

-
123,169,081
26,730,619

7,729,921
3,322,380,115
1,643,153,369

△ 11,199,952
3,922,376,237

571,526,031
23,056,011

△ 2,315,841 純資産合計 30,355,355,191

資産合計 56,126,270,902 負債及び純資産合計 56,126,270,902

1,679,226,746
-
-



(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
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
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
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

【様式第１号】

一般会計等 貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

26,728,568,485 28,420,000
12,797,448,124 2,948,209,000

427,140,700 -

53,735,502,280 22,868,848,111
48,611,180,831 19,825,609,811

△ 947,853,170 28,420,000
- -
- -

30,794,710,094 66,609,300
△ 18,486,356,189 2,283,000,911

1,988,365,766 1,943,104,350

- 27,294,836
- 負債合計 25,151,849,022
-

- -
- 201,356,107
- 82,825,618

378,602,206
△ 226,773,284
36,803,284,028

155,113,160 57,089,797,012
21,582,674,081 △ 24,629,592,531
5,828,413,798

133,750,200
1,250,089,052

△ 950,150,787

△ 21,334,602,867
-
-

5,111,187,697
1,823,280,189

10,663,949

13,133,752
13,133,752

-

3,186,505,878
-

3,186,505,878
-

199,180,400
1,613,435,840

-
92,136,270
19,800,000

6,744,000
3,347,550,732
1,807,599,754

△ 10,534,640
3,876,551,223

505,505,120
18,596,188

△ 1,844,817 純資産合計 32,460,204,481

資産合計 57,612,053,503 負債及び純資産合計 57,612,053,503

1,539,950,978
-
-



(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

他会計への繰出金

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】

一般会計等　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

14,703,215,558

8,671,347,378

2,910,118,097

2,546,524,499

201,356,107

1,341,706,728

162,237,491

5,439,638,829

3,000,010,931

1,067,608,907

1,372,018,991

-

321,590,452

161,094,381

27,342,713

133,153,358

6,031,868,180

-

3,255,058,155

1,213,602,765

221,500,532

501,176,454

167,654,105

333,522,349

14,202,039,104

102,070,635

90,577,682

10,972,257

-

520,696

7,959,369

7,959,369

-

14,296,150,370



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 55,534,004,701 △ 25,178,649,510

純行政コスト（△） △ 14,296,150,370

財源 14,792,920,661

税収等 11,119,450,859

国県等補助金 3,673,469,802

本年度差額 496,770,291

固定資産等の変動（内部変動） 4,051,145 △ 4,051,145

有形固定資産等の増加 480,853,257 △ 480,853,257

有形固定資産等の減少 △ 1,383,126,715 1,383,126,715

貸付金・基金等の増加 1,446,567,150 △ 1,446,567,150

貸付金・基金等の減少 △ 540,242,547 540,242,547

資産評価差額 △ 46,532

無償所管換等 1,551,817,698

その他 △ 30,000 56,337,833

本年度純資産変動額 1,555,792,311 549,056,979

本年度末純資産残高 57,089,797,012 △ 24,629,592,531

496,770,291

【様式第３号】

一般会計等　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

30,355,355,191

△ 14,296,150,370

14,792,920,661

11,119,450,859

3,673,469,802

△ 46,532

1,551,817,698

56,307,833

2,104,849,290

32,460,204,481



（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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
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

161,094,381

【様式第４号】

一般会計等　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

13,305,066,148
7,273,197,968
2,903,064,391
4,075,885,838

90,577,682

133,153,358
6,031,868,180
1,341,706,728
3,255,058,155
1,213,602,765

221,500,532
14,477,163,074
11,121,610,760
3,005,479,872

167,991,349
182,081,093

507,878,298

90,577,682
-

663,291,505
1,744,810,749

1,822,967,656
399,456,517

1,386,617,139
36,894,000

-
-

1,449,661,000

4,698,425
478,932,497

7,886,540
16,360,836

-
△ 1,315,089,358

1,949,091,721
1,922,072,341

27,019,380
1,449,661,000

505,505,120

-
△ 499,430,721

本年度資金収支額 △ 69,709,330
前年度末資金残高 492,388,832
本年度末資金残高 422,679,502

79,137,199
3,688,419

82,825,618


