
（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】

期首全体貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

27,856,395,441 97,908,000
12,933,853,115 3,103,646,000

424,833,400 -

60,516,144,412 31,781,839,837
57,745,646,376 27,950,146,363

△ 919,930,918 38,224,000
- 70,574,363
- 17,013

31,990,170,327 630,139,474
△ 18,605,227,049 2,980,645,405

1,981,939,766 2,565,609,155

- 23,580,719
- 負債合計 34,762,485,242
-

- -
- 203,502,956
- 79,137,199

2,238,128,239
△ 1,137,934,930

44,420,873,990

50,756,800 64,556,709,186
28,835,192,812 △ 33,145,018,556
6,606,641,427 -

135,450,200
3,305,234,333

△ 2,251,176,210

△ 23,427,966,114
-
-

2,752,097,214
225,090,881
10,710,481

18,400,822
18,332,120

68,702

2,303,991,853
-

2,303,991,853
-

199,180,400
15,200,000

-
220,157,072
26,730,619

6,729,921
4,033,834,853
2,354,608,107

△ 23,873,211
5,658,031,460
1,566,250,202

53,673,454

- 純資産合計 31,411,690,630

資産合計 66,174,175,872 負債及び純資産合計 66,174,175,872

1,679,226,746
1,917,341

120,000
△ 4,494,311



（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

26,890,969,701 28,420,000
12,871,728,049 2,948,209,000

427,140,700 -

66,238,695,003 30,826,669,424
62,649,128,970 27,185,326,585

△ 947,853,170 62,524,540
- -
- 17,013

31,059,770,094 664,713,839
△ 18,663,294,898 3,005,298,722

1,988,365,766 2,385,083,205

- 264,598,796
- 負債合計 33,831,968,146
-

- -
- 210,249,550
- 82,825,618

1,864,605,939
△ 352,153,975
49,949,735,882

155,113,160 70,309,160,136
34,030,861,247 △ 32,453,693,040
6,668,268,460 -

133,750,200
4,098,570,817

△ 2,371,272,795

△ 24,233,345,259
-
-

3,576,363,579
225,044,349
10,663,949

13,202,454
13,133,752

68,702

3,186,505,878
-

3,186,505,878
-

199,180,400
15,200,000

-
164,613,827
19,800,000

6,744,000
4,063,721,133
2,523,770,155

△ 19,600,475
5,448,740,239
1,326,979,034

55,273,609

- 純資産合計 37,855,467,096

資産合計 71,687,435,242 負債及び純資産合計 71,687,435,242

1,539,950,978
1,707,741

120,000
△ 5,805,278



（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

138,073,732

22,367,552,561

10,017,288,185

3,050,150,794

2,619,727,607

209,800,983

-

220,622,204

6,271,394,566

3,358,120,464

1,099,916,903

1,675,283,467

21,157,296,857

695,742,825

321,331,687

52,279,476

322,131,662

12,350,264,376

8,855,418,989

3,255,058,155

239,787,232

1,210,255,704

880,154,659

330,101,045

7,959,369

305,141

21,254,843,293

105,810,946

90,577,682

12,424,788

-

2,808,476

8,264,510

-



（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 64,556,709,186 △ 33,145,018,556 -

純行政コスト（△） △ 21,254,843,293

財源 21,782,180,280 -

税収等 13,552,519,260

国県等補助金 8,229,661,020

本年度差額 527,336,987 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 71,081,034 71,081,034

有形固定資産等の増加 726,424,637 △ 726,424,637

有形固定資産等の減少 △ 1,687,843,722 1,687,843,722

貸付金・基金等の増加 1,473,113,937 △ 1,473,113,937

貸付金・基金等の減少 △ 582,775,886 582,775,886

資産評価差額 △ 46,532

無償所管換等 7,421,045,151

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,597,466,635 92,907,495

本年度純資産変動額 5,752,450,950 691,325,516 -

本年度末純資産残高 70,309,160,136 △ 32,453,693,040 -

【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

△ 46,532

31,411,690,630

△ 21,254,843,293

21,782,180,280

13,552,519,260

8,229,661,020

527,336,987

7,421,045,151

-

-

△ 1,504,559,140

6,443,776,466

37,855,467,096



（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

321,331,687

【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

20,639,864,203
8,289,599,827
3,043,404,200
4,602,837,105

90,577,682

322,026,835
12,350,264,376
8,855,418,989
3,255,058,155

239,787,232
21,937,740,968
13,514,629,527
7,353,412,340

890,389,460
179,309,641
92,599,931

78,501,425

2,022,249
798,052,396

2,003,329,230

2,078,276,316
686,742,719

1,391,533,597
-
-
-

581,681,298

-

478,932,497
7,886,540

16,360,836
-

△ 1,496,595,018

2,604,654,799
2,577,635,419

27,019,380
1,854,961,000
1,854,961,000

本年度資金収支額 △ 242,959,587
前年度末資金残高 1,487,113,003
本年度末資金残高 1,244,153,416

79,137,199
3,688,419

82,825,618
1,326,979,034

△ 749,693,799


