
（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 55,067,523,127

資産合計 95,351,344,244 負債及び純資産合計 95,351,344,244

539,705,113
-
-

△ 13,481,626

12,662,799
4,500,818,984
3,961,113,871

△ 39,460,957
8,769,234,584
3,909,762,081

359,472,346

4,060,414,029
-

4,060,414,029
-

57,590,149
2,300,000

-
546,131,953
47,061,374

4,674,086,548
59,940,149

50,000

500,697,626
-

500,697,626

637,163,863
5,839,764,756

△ 3,147,562,623

△ 36,254,050,532
-
-

1,421,062,536
△ 399,499,823
79,204,247,249

15,616,800 91,095,591,443
51,092,010,431 △ 36,028,068,316
6,483,087,138 -

- -
- 負債合計 40,283,821,117
-

- -
- 176,165,097
- 68,150,104

△ 31,160,714 194,518,785
- -
- -

33,684,999,929 9,418,738,102
△ 18,173,714,708 2,864,170,313

221,457,966 2,425,336,327

11,547,006,249 -
358,907,400 -

86,582,109,660 37,419,650,804
81,407,325,486 28,000,912,702

【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

27,623,112,922 -



（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 57,146,277,920

資産合計 98,308,967,520 負債及び純資産合計 98,308,967,520

835,991,031
-
-

△ 13,294,890

10,900,592
4,945,896,775
4,109,905,744

△ 34,630,129
9,993,718,395
4,754,639,844

295,576,074

4,674,635,446
-

4,674,635,446
-

57,501,444
2,300,000

-
467,113,296
30,925,516

5,197,895,573
59,851,444

50,000

502,768,479
-

502,768,479

202,968,894
6,719,359,446

△ 3,473,224,052

△ 37,935,216,177
-
-

2,258,635,712
△ 495,487,137
80,280,920,413

305,682,000 93,272,046,492
51,067,172,734 △ 36,125,768,572
6,755,351,029 -

- -
- 負債合計 41,162,689,600
-

- -
- 187,625,366
- 169,474,317

△ 39,686,563 699,747,068
- -
- -

33,747,216,835 9,428,301,903
△ 18,793,927,955 3,634,503,284

259,277,463 2,577,656,533

12,463,807,765 -
358,907,400 -

88,315,249,125 37,528,186,316
82,614,585,073 28,099,884,413

【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

28,301,276,945 -



（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

-

125,660,688

29,375,756,855

8,618,257

521,000

-

-

8,097,257

125,660,688

-

29,492,799,286

991,094,974

292,117,414

73,457,146

625,520,414

21,459,485,681

17,176,003,195

4,262,667,942

20,814,544

2,221,495,039

1,679,687,146

541,807,893

-

31,714,294,325

10,254,808,644

3,102,504,990

2,344,167,034

187,625,366

-

570,712,590

6,161,208,680

3,066,309,345

109,123,314

2,985,776,021

【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 91,095,591,443 △ 36,028,068,316 -

純行政コスト（△） △ 29,375,756,855

財源 29,902,562,495 -

税収等 16,805,817,432

国県等補助金 13,096,745,063

本年度差額 526,805,640 -

固定資産等の変動（内部変動） 461,694,823 △ 461,694,823

有形固定資産等の増加 2,787,417,220 △ 2,787,417,220

有形固定資産等の減少 △ 2,985,776,021 2,985,776,021

貸付金・基金等の増加 2,002,509,329 △ 2,002,509,329

貸付金・基金等の減少 △ 1,342,455,705 1,342,455,705

資産評価差額 -

無償所管換等 1,398,440,555

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 316,319,671 △ 162,811,073

本年度純資産変動額 2,176,455,049 △ 97,700,256 -

本年度末純資産残高 93,272,046,492 △ 36,125,768,572 -57,146,277,920

1,398,440,555

-

-

153,508,598

2,078,754,793

-

55,067,523,127

△ 29,375,756,855

29,902,562,495

16,805,817,432

13,096,745,063

526,805,640

【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

67,777,057
101,361,377
169,138,434

4,754,639,844

674,851,919
本年度資金収支額 743,516,386
前年度末資金残高 3,841,985,024
本年度末資金残高 4,585,501,410

422,060,000

481,480,173
12,222,490

-
219,100,102

△ 2,892,469,954

2,425,044,081
2,425,044,081

-
3,099,896,000
2,677,836,000

389,186,970

608,560
2,659,294,952
2,961,134,421

3,994,459,689
2,165,042,836
1,325,332,370

-
2,766,000

501,318,483
1,101,989,735

521,000

664,067,945
21,459,485,681
17,176,003,195
4,262,667,942

20,814,544
28,965,885,000
16,797,111,789
9,877,288,466
1,712,819,741

578,665,004
1,129,560

292,117,414

【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

28,662,915,971
7,203,430,290
3,091,009,975
3,156,234,956
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