
（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 103,040,488,675

資産合計 156,197,130,572 負債及び純資産合計 156,197,130,572

3,609,157,439
38,750,216
98,653,600

△ 25,018,393

12,549,606
13,097,561,834
9,488,404,395

△ 57,085,479
17,374,938,037
3,714,564,393

437,876,781

5,509,162,797
-

5,509,162,797
-

263,604,201
5,000,000

-
1,056,151,992

161,973,021

6,942,032,032
271,829,701

3,225,500

10,275,474
9,983,874

291,600

804,399,257
6,552,417,099

△ 5,154,227,824

△ 64,642,461,486
1,983,449,747

△ 1,146,218,087

3,040,001,607
△ 1,992,050,614
126,840,422,797

117,461,848 151,932,303,975
67,987,589,407 △ 48,891,815,300
3,100,046,186 -

- 11,207,916
6,319,725,000 負債合計 53,156,641,897

△ 2,200,969,093

- -
- 499,891,929
- 109,674,698

△ 2,248,752,250 133,259,556
- -
- 7,011,975

85,136,768,012 3,214,352,924
△ 44,373,916,078 4,278,722,360

3,389,635,716 3,517,676,286

16,344,153,192 5,655,349,000
- -

138,822,192,535 48,877,919,537
131,869,885,029 40,008,217,613

【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

62,484,106,347 -



（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

-

2,102,426

44,385,048,426

29,668,800

12,011,320

12,186,478

-

5,471,002

2,102,426

-

44,357,482,052

1,112,553,934

431,965,873

119,462,041

561,126,020

26,792,965,016

20,932,812,903

5,841,522,995

18,629,118

3,138,561,567

1,893,508,341

1,245,053,226

-

47,496,043,619

20,703,078,603

7,728,129,904

6,557,996,349

499,891,929

-

670,241,626

11,862,394,765

6,568,324,310

110,811,426

5,183,259,029

【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 153,009,854,513 △ 47,780,100,594 -

純行政コスト（△） △ 44,385,048,426

財源 42,359,862,224 -

税収等 26,187,405,470

国県等補助金 16,172,456,754

本年度差額 △ 2,025,186,202 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,071,040,675 1,071,040,675

有形固定資産等の増加 5,049,117,366 △ 5,049,117,366

有形固定資産等の減少 △ 5,284,579,544 5,284,579,544

貸付金・基金等の増加 2,070,892,544 △ 2,070,892,544

貸付金・基金等の減少 △ 2,906,471,041 2,906,471,041

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 157,217,818

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 150,707,955 △ 157,569,179

本年度純資産変動額 △ 1,077,550,538 △ 1,111,714,706 -

本年度末純資産残高 151,932,303,975 △ 48,891,815,300 -

△ 157,217,818

-

-

△ 6,861,224

△ 2,189,265,244

103,040,488,675

-

105,229,753,919

△ 44,385,048,426

42,359,862,224

26,187,405,470

16,172,456,754

△ 2,025,186,202

【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

99,466,793
10,207,905

109,674,698
3,714,564,393

1,628,366,128
本年度資金収支額 191,821,235
前年度末資金残高 3,413,068,460
本年度末資金残高 3,604,889,695

-

1,828,669,149
583,374,839

138,255
159,537,000

△ 3,311,720,593

3,383,533,872
3,383,533,872

-
5,011,900,000
5,011,900,000

888,718,000

4,296,549
302,318,926

1,875,175,700

6,772,157,836
4,936,888,522
1,244,589,314

-
590,680,000

-
3,460,437,243

12,011,320

597,556,456
26,792,965,016
20,932,812,903
5,841,522,995

18,629,118
43,814,405,535
26,056,773,200
15,000,905,754
1,919,552,510

837,174,071
16,307,869

431,965,873

【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

42,225,240,892
15,432,275,876
7,710,029,930
6,692,723,617


