
（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

6,542,915,931 -
1,183,875,366 560,750,106

387,055,508 -

23,643,652,080 7,694,906,866
21,264,765,138 6,589,491,698

△ 54,979 44,905,161
- -
- -

11,147,069,911 544,665,062
△ 6,234,179,286 904,415,794

49,937,411 679,273,679

- 76,317,000
- 負債合計 8,599,322,660
-

- -
- 93,695,666
- 10,224,288

1,499,555,011
△ 925,710,858
23,783,136,492

9,212,000 24,915,308,107
14,273,921,662 △ 7,952,492,289

618,952,275 -

189,851,160
1,534,697,121

△ 1,086,769,576

△ 10,891,862,418
-
-

2,378,361,942
212,485,567
152,492,700

525,000
525,000

-

1,979,688,064
-

1,979,688,064
-

59,992,867
-
-

192,679,898
-

-
1,271,656,027
1,269,299,000

△ 6,491,587
1,918,486,398

503,324,499
138,588,795

- 純資産合計 16,962,815,818

資産合計 25,562,138,478 負債及び純資産合計 25,562,138,478

2,357,027
13,389,053

-
△ 8,471,976



（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

6,431,658,246 -
1,228,854,020 432,485,734

387,055,508 -

22,968,172,964 7,521,668,822
20,839,148,946 6,554,143,915

△ 1,372,974 45,824,433
- -
- -

11,175,055,431 535,039,173
△ 6,453,313,550 898,909,303

58,560,411 663,305,445

- 76,357,000
- 負債合計 8,420,578,125
-

- -
- 97,210,131
- 16,212,294

1,501,077,811
△ 958,020,554
23,928,962,213

36,819,400 24,044,633,991
13,955,272,967 △ 7,819,740,416

636,423,520 -

204,071,848
1,577,024,738

△ 1,124,807,005

△ 11,357,241,871
-
-

2,129,024,018
59,928,631
12,776,166

-
-
-

1,907,499,952
-

1,907,499,952
-

47,152,465
-
-

165,923,807
-

-
1,076,461,027
1,074,104,000

△ 4,328,372
1,677,298,736

461,580,054
134,507,987

- 純資産合計 16,224,893,575

資産合計 24,645,471,700 負債及び純資産合計 24,645,471,700

2,357,027
13,177,798

-
△ 8,428,130



（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

-

8,805,445,505

4,340,477,433

1,706,843,860

1,489,065,000

68,089,131

5,393,000

144,296,729

2,427,493,554

1,259,806,173

388,337,257

779,350,124

7,686,474,810

206,140,019

74,745,329

26,058,921

105,335,769

4,464,968,072

3,925,573,338

538,820,034

574,700

1,118,970,695

766,404,699

352,565,996

1,029,094

6,526,148

7,720,701,173

41,781,605

19,143,730

4,606,025

-

18,031,850

7,555,242

-



（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 24,915,308,107 △ 7,952,492,289 -

純行政コスト（△） △ 7,720,701,173

財源 7,127,910,836 -

税収等 4,490,549,060

国県等補助金 2,637,361,776

本年度差額 △ 592,790,337 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 760,493,705 760,493,705

有形固定資産等の増加 358,122,021 △ 358,122,021

有形固定資産等の減少 △ 782,399,841 782,399,841

貸付金・基金等の増加 470,588,711 △ 470,588,711

貸付金・基金等の減少 △ 806,804,596 806,804,596

資産評価差額 △ 139,716,534

無償所管換等 △ 1,863,372

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 31,399,495 △ 34,951,495

本年度純資産変動額 △ 870,674,116 132,751,873 -

本年度末純資産残高 24,044,633,991 △ 7,819,740,416 -

【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

△ 139,716,534

16,962,815,818

△ 7,720,701,173

7,127,910,836

4,490,549,060

2,637,361,776

△ 592,790,337

△ 1,863,372

-

-

△ 3,552,000

△ 737,922,243

16,224,893,575



（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

74,745,329

【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

7,988,943,021
3,523,974,949
1,698,133,395
1,645,138,907

19,143,730

105,957,318
4,464,968,072
3,925,573,338

538,820,034
574,700

7,722,699,812
4,468,867,580
2,273,451,652

764,693,171
215,687,409
23,550,358

57,867,000

4,406,628
291,975,200

2,181,633

790,041,321
356,453,661
337,400,396

3,687,264
92,500,000

-
789,394,752

2,048,502

604,783,508
92,507,000
2,844,749

31,392,495
△ 646,569

679,399,017
679,399,017

-
630,131,502
628,083,000

本年度資金収支額 △ 47,732,451
前年度末資金残高 493,100,211
本年度末資金残高 445,367,760

10,224,288
5,988,006

16,212,294
461,580,054

△ 49,267,515


