
(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

【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

18,019,741,099 -
5,925,520,337 255,660,000

- -

36,873,550,400 3,538,269,387
34,263,816,475 3,282,609,387

△ 461,961,588 -
- -
- -

16,125,319,011 -
△ 5,898,782,341 500,985,966

1,943,902,360 378,247,485

- -
- 負債合計 4,039,255,353
-

- -
- 68,511,917
- 54,226,564

28,155,100
△ 14,577,912

12,125,391,069

385,743,320 39,378,442,594
16,228,712,751 △ 3,115,070,258
2,269,198,109

7,345,040,297
304,589,095

△ 289,226,470

△ 5,524,493,912
-
-

2,609,231,725
137,380,770
62,558,770

502,200
502,200

-

2,422,072,746
-

2,422,072,746
-

50,865,000
23,957,000

-
51,070,739

-

107,325,000
2,397,567,194
1,915,893,647

△ 1,292,530
3,429,077,289

898,148,584
26,724,655

△ 688,144 純資産合計 36,263,372,336

資産合計 40,302,627,689 負債及び純資産合計 40,302,627,689

481,673,547
-
-



(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

【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

19,985,903,553 -
5,966,402,882 267,680,000

- -

40,786,983,304 4,003,036,407
37,962,167,711 3,728,032,387

△ 598,394,719 -
- -
- -

16,653,518,111 7,324,020
△ 6,257,450,329 504,856,030

2,445,829,050 373,777,000

- 1,875,276
- 負債合計 4,507,892,437
-

- -
- 72,745,768
- 56,457,986

38,295,648
△ 15,338,099

12,409,509,909

1,775,998,558 43,281,193,498
17,940,184,605 △ 3,914,285,314
2,350,721,988

8,924,514,692
335,599,481

△ 299,519,928

△ 5,767,519,533
-
-

2,822,441,253
121,296,259
46,474,259

2,374,340
334,800

2,039,540

2,633,154,690
-

2,633,154,690
-

50,865,000
23,957,000

-
55,671,738
13,560,000

79,143,000
2,415,067,194
1,931,764,647

△ 1,241,434
3,087,817,317

541,974,498
52,577,561

△ 944,936 純資産合計 39,366,908,184

資産合計 43,874,800,621 負債及び純資産合計 43,874,800,621

483,302,547
-
-



(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

12,020,000

【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

6,657,640,075

3,795,061,236

1,430,212,292

999,304,347

72,745,768

1,798,245,043

346,142,177

2,273,443,565

1,403,701,195

122,017,449

747,724,921

-

91,405,379

36,156,490

3,072,402

52,176,487

2,862,578,839

-

582,577,026

481,324,370

432,400

2,192,060,514

212,173,770

1,979,886,744

4,465,579,561

35,929,074

35,929,074

-

-

-

17,353,908

-

17,353,908

4,484,154,727



(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 39,378,442,594 △ 3,115,070,258

純行政コスト（△） △ 4,484,154,727

財源 7,553,582,078

税収等 3,857,413,021

国県等補助金 3,696,169,057

本年度差額 3,069,427,351

固定資産等の変動（内部変動） 3,882,988,659 △ 3,882,988,659

有形固定資産等の増加 4,396,684,541 △ 4,396,684,541

有形固定資産等の減少 △ 747,724,921 747,724,921

貸付金・基金等の増加 1,220,881,563 △ 1,220,881,563

貸付金・基金等の減少 △ 986,852,524 986,852,524

資産評価差額 △ 16,084,511

無償所管換等 51,263,756

その他 △ 15,417,000 14,346,252

本年度純資産変動額 3,902,750,904 △ 799,215,056

本年度末純資産残高 43,281,193,498 △ 3,914,285,314

3,069,427,351

【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

36,263,372,336

△ 4,484,154,727

7,553,582,078

3,857,413,021

3,696,169,057

51,263,756

△ 1,070,748

3,103,535,848

39,366,908,184

△ 16,084,511



（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

36,156,490

【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

5,890,588,901
3,028,010,062
1,413,958,441
1,525,718,644

35,929,074

52,176,487
2,862,578,839
1,798,245,043

582,577,026
481,324,370

432,400
7,541,595,799
3,840,869,119
1,492,671,967

211,284,410
1,996,770,303

3,150,923,146

35,929,074
-
-

1,615,077,824

5,563,632,145
4,386,829,145
1,163,243,000

-
13,560,000

-

819,200,000

2,203,497,090
934,661,056
12,765,000

-
-

△ 2,412,708,999

379,974,333
378,247,485

1,726,848
819,200,000

541,974,498

-
439,225,667

本年度資金収支額 △ 358,405,508
前年度末資金残高 843,922,020
本年度末資金残高 485,516,512

54,226,564
2,231,422

56,457,986


