
（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 215,345,653,149

資産合計 292,831,738,738 負債及び純資産合計 292,831,738,738

1,122,715,330
31,316,047

619,722
△ 43,144,302

1,220,329
5,133,136,381
4,010,421,051

△ 91,101,013
13,584,536,007
6,627,423,480
1,833,964,350

7,250,773,051
-

7,250,773,051
168,755,705

179,062,000
52,750,000

△ 2,282,266
1,207,076,617

13,660,686

9,491,833,780
944,951,000
713,139,000

1,868,534,293
248,094,581

1,620,439,712

600,013,576
13,409,688,222

△ 9,489,787,069

△ 131,771,134,004
-
-

5,150,597,356
△ 1,976,387,477
219,439,070,554

2,069,671,881 284,381,559,441
105,190,155,620 △ 69,035,906,292
13,747,995,615 -

- 93,063,469
319,755,922 負債合計 77,486,085,589

△ 301,013,392

- -
- 641,473,541
- 122,721,211

△ 11,639,787,821 282,603,512
50,966,135 288,592,230

△ 32,442,271 -

80,824,406,909 4,447,981,176
△ 43,843,997,498 7,169,617,763

21,032,173,163 5,741,163,800

108,029,897,104 5,878,310,601
2,267,147,753 -

279,247,202,731 70,316,467,826
267,886,834,658 59,990,176,049

【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

158,776,777,885 -



（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 283,835,832,425 △ 69,985,396,849 -

純行政コスト（△） △ 49,892,633,933

財源 50,598,446,830 -

税収等 30,549,469,031

国県等補助金 20,048,977,799

本年度差額 705,812,897 -

固定資産等の変動（内部変動） 427,406,579 △ 427,406,579

有形固定資産等の増加 6,888,696,598 △ 6,888,696,598

有形固定資産等の減少 △ 7,231,552,947 7,231,552,947

貸付金・基金等の増加 2,480,903,936 △ 2,480,903,936

貸付金・基金等の減少 △ 1,710,641,008 1,710,641,008

資産評価差額 -

無償所管換等 1,011,236,506

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 892,916,069 671,084,239

本年度純資産変動額 545,727,016 949,490,557 -

本年度末純資産残高 284,381,559,441 △ 69,035,906,292 -

1,011,236,506

-

-

△ 221,831,830

1,495,217,573

215,345,653,149

-

213,850,435,576

△ 49,892,633,933

50,598,446,830

30,549,469,031

20,048,977,799

705,812,897

【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）

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

-

15,632,100

49,892,633,933

1,078,959,955

809,319,088

226,694,194

-

40,664,407

15,632,100

2,282,266

48,829,306,078

1,551,183,546

642,778,261

79,856,394

828,548,891

29,225,731,433

19,837,542,353

9,195,852,291

192,336,789

10,368,130,905

9,248,080,504

1,120,050,401

-

59,197,436,983

29,971,705,550

11,146,818,328

7,207,479,273

639,206,590

289,281,747

3,010,850,718

17,273,703,676

10,243,098,699

146,959,109

6,883,645,868

【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）

【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

114,458,719
7,683,343

122,142,062
6,627,423,480

△ 726,482,478
本年度資金収支額 1,566,034,432
前年度末資金残高 4,939,246,986
本年度末資金残高 6,505,281,418

71,697,492

1,315,534,872
43,263,912
42,864,152

1,884,144,674
△ 2,985,075,498

6,531,469,970
6,530,661,247

808,723
5,804,987,492
5,733,290,000

1,791,197,227

36,193,680
737,232,606

5,277,592,408

8,062,080,335
6,693,932,509
1,201,200,912

-
42,050,000

124,896,914
5,077,004,837

809,319,088

864,542,963
29,225,731,433
19,837,542,353
9,195,852,291

192,336,789
58,317,390,910
30,286,579,986
17,593,939,761
9,320,601,226
1,116,269,937

845,512,768

642,778,261

【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

52,931,518,340
23,705,786,907
11,572,522,440
10,625,943,243


