
（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 16,157,583,574

資産合計 24,405,252,199 負債及び純資産合計 24,405,252,199

465,381,527
-
-

△ 1,920,176

5,458,650
3,059,131,696
2,593,750,169

△ 5,129,348
3,274,980,903

198,292,796
14,017,937

701,021,011
-

701,021,011
-

93,769,087
49,700,000

-
41,724,822
45,840,425

946,525,997
163,069,087
19,600,000

-
-
-

48,556,615
564,540,376

△ 441,758,188

△ 12,674,654,587
-
-

273,195,485
△ 137,032,260
23,342,560,993

58,115,400 24,194,861,642
10,922,307,211 △ 8,037,278,068

69,680,965 -

- 835,920
- 負債合計 8,247,668,625
-

- -
- 50,848,232
- 24,564,857

△ 1,449,032,225 -
- -
- -

13,065,232,565 1,038,960
△ 7,321,513,433 788,579,274

3,145,014,003 712,330,265

1,495,882,090 943,938,000
144,957,500 -

21,130,271,296 7,459,089,351
20,183,745,299 6,514,112,391

【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

9,138,655,900 -



（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 16,172,025,083

資産合計 27,945,730,203 負債及び純資産合計 27,945,730,203

465,840,656
-
-

△ 1,584,148

5,444,850
2,900,590,825
2,434,750,169

△ 4,778,316
3,170,958,265

240,358,172
26,148,566

1,011,721,975
-

1,011,721,975
-

93,769,087
49,700,000

-
41,421,134
40,395,575

1,253,229,455
164,469,087
21,000,000

1,440,000
-

1,440,000

97,000,000
963,683,649

△ 512,449,865

△ 13,237,766,512
-
-

329,128,394
△ 147,106,111
26,733,194,292

324,672,375 27,680,807,613
13,907,815,345 △ 11,508,782,530

133,365,282 -

- 134,039,682
- 負債合計 11,773,705,120
-

- -
- 55,876,390
- 26,375,612

△ 1,560,056,907 1,851,923
- -
- -

13,074,986,515 1,270,664,887
△ 7,551,627,877 943,502,006

3,204,360,860 725,358,399

1,523,760,888 871,752,000
144,957,500 -

24,774,771,938 10,830,203,114
23,520,102,483 8,687,786,227

【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

9,161,053,354 -



（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

214,088

1,055,964

5,694,356,613

45,852,938

27,501,689

16,136,796

-

2,214,453

1,270,052

-

5,649,773,727

169,213,109

83,077,496

3,098,730

83,036,883

2,540,373,649

2,025,961,984

512,046,028

2,365,637

447,490,852

294,510,727

152,980,125

54,099,137

6,097,264,579

3,556,890,930

890,429,942

751,684,865

55,876,390

-

82,868,687

2,497,247,879

1,055,623,342

356,472,137

1,031,053,263

【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 24,194,861,642 △ 8,037,278,068 -

純行政コスト（△） △ 5,694,356,613

財源 5,544,166,600 -

税収等 3,727,994,750

国県等補助金 1,816,171,850

本年度差額 △ 150,190,013 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,456,768,072 △ 3,456,768,072

有形固定資産等の増加 4,386,467,587 △ 4,386,467,587

有形固定資産等の減少 △ 1,078,010,188 1,078,010,188

貸付金・基金等の増加 520,194,007 △ 520,194,007

貸付金・基金等の減少 △ 371,883,334 371,883,334

資産評価差額 -

無償所管換等 29,339,785

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 161,886 135,453,623

本年度純資産変動額 3,485,945,971 △ 3,471,504,462 -

本年度末純資産残高 27,680,807,613 △ 11,508,782,530 -

29,339,785

-

-

135,291,737

14,441,509

16,172,025,083

-

16,157,583,574

△ 5,694,356,613

5,544,166,600

3,727,994,750

1,816,171,850

△ 150,190,013

【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

24,564,857
1,810,755

26,375,612
240,358,172

289,476,776
本年度資金収支額 40,254,621
前年度末資金残高 173,727,939
本年度末資金残高 213,982,560

172,225,127

351,398,000
5,458,650

303,374
-

△ 844,289,415

941,920,351
841,084,431
100,835,920

1,231,397,127
1,059,172,000

159,681,534

14,616,302
284,815,701
595,067,260

1,361,130,973
856,010,994
503,719,979

1,400,000
-
-

516,841,558

27,501,689

90,747,964
2,540,373,649
2,025,961,984

512,046,028
2,365,637

5,407,935,150
3,661,666,798
1,371,674,615

293,099,808
81,493,929
42,117,991

83,077,496

【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

5,055,565,600
2,515,191,951

885,401,784
1,455,964,707


