
(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
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
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
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 △ 3,587,783 純資産合計 45,760,446,531

資産合計 64,976,847,665 負債及び純資産合計 64,976,847,665

539,705,113
-
-

12,662,799
4,005,089,697
3,465,384,584

△ 13,232,331
5,051,311,053

979,540,780
57,605,560

4,060,414,029
-

4,060,414,029
-

57,590,149
1,285,802,000

-
253,182,751
47,061,374

5,690,867,972
1,343,442,149

50,000

-
-
-

4,093,200
660,294,309

△ 388,998,993

△ 30,695,105,709
-
-

209,361,000
△ 144,653,803
51,428,644,943

15,616,800 63,943,289,108
26,340,260,402 △ 18,182,842,577
5,537,920,771

- -
- 負債合計 19,216,401,134
-

- -
- 168,300,097
- 67,777,057

△ 31,160,714 -
- -
- -

33,684,999,929 -
△ 18,173,714,708 1,842,690,110

221,457,966 1,606,612,956

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

59,925,536,612 17,373,711,024
54,234,668,640 17,373,711,024

【様式第１号】

期首 一般会計等 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
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
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
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 △ 3,715,968 純資産合計 47,923,168,109

資産合計 67,823,749,931 負債及び純資産合計 67,823,749,931

835,991,031
-
-

10,900,592
4,279,833,887
3,443,842,856

△ 13,199,254
5,821,264,471
1,491,173,778

43,072,182

4,674,635,446
-

4,674,635,446
-

57,501,444
1,707,862,000

-
225,631,832
30,925,516

6,683,406,984
1,765,413,444

50,000

-
-
-

4,099,680
667,473,114

△ 452,946,036

△ 31,725,168,268
-
-

837,765,098
△ 199,898,167
52,036,331,448

305,682,000 66,293,219,939
26,803,274,453 △ 18,370,051,830
5,850,144,662

- -
- 負債合計 19,900,581,822
-

- -
- 179,896,366
- 169,138,434

△ 39,686,563 -
- -
- -

33,747,216,835 -
△ 18,793,927,955 2,095,382,800

259,277,463 1,746,348,000

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

62,002,485,460 17,805,199,022
55,319,078,476 17,805,199,022

【様式第１号】

一般会計等 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

他会計への繰出金

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

-

123,280,498

-

123,280,498

19,129,777,296

-

4,262,667,942

1,171,882,833

20,814,544

632,538,718

210,699,503

421,839,215

19,252,536,794

521,000

521,000

-

-

6,635,403,008

524,003,028

4,564,341,622

2,578,578,209

61,693,822

1,924,069,591

-

276,452,820

97,672,786

27,890,853

150,889,181

12,090,768,327

-

【様式第２号】

一般会計等　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

19,885,075,512

7,794,307,185

2,953,512,743

2,249,613,349

179,896,366



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 63,943,289,108 △ 18,182,842,577

純行政コスト（△） △ 19,129,777,296

財源 19,793,346,384

税収等 13,126,177,949

国県等補助金 6,667,168,435

本年度差額 663,569,088

固定資産等の変動（内部変動） 854,270,707 △ 854,270,707

有形固定資産等の増加 1,600,790,186 △ 1,600,790,186

有形固定資産等の減少 △ 1,924,069,591 1,924,069,591

貸付金・基金等の増加 1,760,664,675 △ 1,760,664,675

貸付金・基金等の減少 △ 583,114,563 583,114,563

資産評価差額 -

無償所管換等 1,407,689,241

その他 87,970,883 3,492,366

本年度純資産変動額 2,349,930,831 △ 187,209,253

本年度末純資産残高 66,293,219,939 △ 18,370,051,830

-

1,407,689,241

91,463,249

2,162,721,578

47,923,168,109

663,569,088

【様式第３号】

一般会計等　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

45,760,446,531

△ 19,129,777,296

19,793,346,384

13,126,177,949

6,667,168,435



（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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
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 1,491,173,778

-
572,723,044

本年度資金収支額 410,271,621
前年度末資金残高 911,763,723
本年度末資金残高 1,322,035,344

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

2,179,336,000

281,096,970
481,480,173
12,222,490

-
-

△ 2,405,815,322

1,606,612,956
1,606,612,956

-
2,179,336,000

774,799,633

521,000
-

2,657,596,112
2,243,363,899

3,180,614,955
1,600,790,186
1,154,998,769

422,060,000
2,766,000

-

521,000

150,843,029
12,090,768,327
6,635,403,008
4,262,667,942
1,171,882,833

20,814,544
17,507,761,434
13,134,848,269
3,728,475,353

210,209,765
434,228,047

97,672,786

【様式第４号】

一般会計等　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

17,921,472,647
5,830,704,320
2,941,916,474
2,640,272,031
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