
（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 40,929,521,900

資産合計 65,869,211,633 負債及び純資産合計 65,869,211,633

1,063,365,561

398,890

-

△ 7,331,283

432,540

5,953,759,777

4,890,394,216

△ 11,700,049

7,211,598,464

1,165,614,863

98,723,677

6,405,343,336

-

6,405,343,336

-

145,771,848

102,551,574

-

355,560,707

2,506,287

7,006,933,703

255,223,422

6,900,000

79,768,960

79,521,460

247,500

94,998,320

4,205,070,756

△ 2,680,175,864

△ 24,510,114,943

-

-

1,905,531,627

△ 780,307,622

48,184,040,713

116,384,076 64,611,805,486

26,450,579,543 △ 23,682,283,586

1,556,431,448 -

- 8,208

- 負債合計 24,939,689,733

-

- -

- 218,671,849

- 161,849,646

△ 173,858,176 266,756,478

- -

- -

21,471,578,058 392,814,804

△ 11,481,080,519 3,393,479,366

1,715,564,142 2,746,193,185

10,802,343,088 3,156,677,000

1,144,505,402 -

58,657,613,169 21,546,210,367

51,570,910,506 17,789,679,563

【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

23,595,436,071 207,039,000



（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

-

1,021,300

19,613,508,269

534,408,256

480,255,501

47,011,169

-

7,141,586

1,021,300

-

19,080,121,313

421,996,740

171,671,938

16,808,349

233,516,453

11,211,987,075

9,115,890,190

1,912,436,745

183,660,140

1,451,233,433

889,962,522

561,270,911

188,067

20,531,354,746

9,319,367,671

3,409,813,570

2,810,691,867

224,617,376

28,863,000

345,641,327

5,487,557,361

3,598,047,661

189,895,606

1,699,426,027

【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 63,656,304,586 △ 23,377,531,916 -

純行政コスト（△） △ 19,613,508,269

財源 20,268,823,537 -

税収等 12,822,923,091

国県等補助金 7,445,900,446

本年度差額 655,315,268 -

固定資産等の変動（内部変動） 960,067,230 △ 960,067,230

有形固定資産等の増加 3,093,312,102 △ 3,093,312,102

有形固定資産等の減少 △ 1,849,472,213 1,849,472,213

貸付金・基金等の増加 611,772,707 △ 611,772,707

貸付金・基金等の減少 △ 895,545,366 895,545,366

資産評価差額 -

無償所管換等 948,432

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 5,514,762 292

本年度純資産変動額 955,500,900 △ 304,751,670 -

本年度末純資産残高 64,611,805,486 △ 23,682,283,586 -

948,432

-

-

△ 5,514,470

650,749,230

40,929,521,900

-

40,278,772,670

△ 19,613,508,269

20,268,823,537

12,822,923,091

7,445,900,446

655,315,268

【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

147,810,445

△ 581,332
147,229,113

1,165,614,863

△ 151,354,598
本年度資金収支額 △ 411,869,493
前年度末資金残高 1,430,255,243

本年度末資金残高 1,018,385,750

5,278,000

777,007,425

432,540

30,000,000

△ 5,278,000
△ 2,039,828,506

2,696,380,598

2,696,380,598

-

2,545,026,000

2,539,748,000

675,378,000

50,312

614,658,260

1,779,313,611

3,517,368,471

2,972,876,071

544,492,400

-

-

-

1,477,539,965

480,255,501

232,254,327

11,236,890,075

9,115,890,190

1,912,436,745

208,563,140

20,443,837,074

12,797,498,734

6,155,864,186

1,059,353,486

431,120,668

480,305,813

171,671,938

【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

18,798,875,910

7,561,985,835

3,369,051,590

3,789,007,980


