
（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

【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

18,019,741,099 -
5,925,520,337 280,081,000

- -

46,487,749,848 6,161,015,784
43,822,730,093 4,516,285,022

△ 461,961,588 87,314,158
- -
- 13,472,055

16,125,319,011 1,364,649,762
△ 5,898,782,341 689,095,011

1,943,902,360 458,418,240

- 329,000
- 負債合計 6,850,110,795
-

- -
- 73,778,095
- 55,783,463

2,404,663,159
△ 239,152,953
22,092,476,280

385,743,320 48,992,642,042
25,615,001,110 △ 5,070,733,223
2,348,522,732 -

7,505,778,814
1,240,835,524

△ 1,052,847,640

△ 8,497,286,922
-
-

2,664,364,455
137,380,770
62,558,770

655,300
502,200
153,100

2,467,119,764
-

2,467,119,764
-

50,865,000
23,957,000

-
62,087,130

-

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

△ 2,223,209
4,284,269,766
1,662,248,389

106,174,202

- 純資産合計 43,921,908,819

資産合計 50,772,019,614 負債及び純資産合計 50,772,019,614

481,673,547
-

12,014,235
△ 1,059,254



（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

【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

19,985,903,553 -
5,966,402,882 300,398,000

- -

50,430,841,022 6,579,763,557
47,569,128,223 4,894,471,022

△ 598,394,719 79,556,134
- -
- 15,278,120

16,653,518,111 1,384,894,535
△ 6,257,450,329 698,256,003

2,445,829,050 462,414,111

- 2,667,276
- 負債合計 7,278,019,560
-

- -
- 80,365,941
- 57,974,421

2,414,803,707
△ 303,877,076
22,612,399,964

1,775,998,558 52,925,051,216
27,326,544,051 △ 5,870,894,738
2,431,532,811 -

9,135,934,609
1,335,829,069

△ 1,079,148,450

△ 8,964,249,964
-
-

2,859,185,359
121,296,259
46,474,259

2,527,440
334,800

2,192,640

2,659,614,708
-

2,659,614,708
-

50,865,000
23,957,000

-
66,953,720
13,560,000

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

△ 2,239,328
3,901,335,016
1,264,718,756

131,288,085

- 純資産合計 47,054,156,478

資産合計 54,332,176,038 負債及び純資産合計 54,332,176,038

483,302,547
-

12,761,788
△ 1,643,807



（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

【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

49,392,521

8,712,834,668

4,830,144,350

1,554,363,181

1,066,148,450

77,843,941

20,317,000

390,053,790

3,109,116,211

1,849,931,594

158,158,466

1,051,633,630

5,780,971,092

166,664,958

60,072,486

4,551,975

102,040,497

3,882,690,318

3,299,650,592

582,577,026

462,700

2,931,863,576

922,399,896

2,009,463,680

-

18,701,503

5,798,439,663

36,170,074

35,929,074

-

-

241,000

18,701,503

-



（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 48,992,642,042 △ 5,070,733,223 -

純行政コスト（△） △ 5,798,439,663

財源 8,896,578,825 -

税収等 4,038,807,909

国県等補助金 4,857,770,916

本年度差額 3,098,139,162 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,912,646,929 △ 3,912,646,929

有形固定資産等の増加 4,748,640,144 △ 4,748,640,144

有形固定資産等の減少 △ 1,051,633,630 1,051,633,630

貸付金・基金等の増加 1,233,517,854 △ 1,233,517,854

貸付金・基金等の減少 △ 1,017,877,439 1,017,877,439

資産評価差額 △ 16,084,511

無償所管換等 51,263,756

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 15,417,000 14,346,252

本年度純資産変動額 3,932,409,174 △ 800,161,515 -

本年度末純資産残高 52,925,051,216 △ 5,870,894,738 -

【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

47,054,156,478

△ 16,084,511

43,921,908,819

△ 5,798,439,663

8,896,578,825

4,038,807,909

4,857,770,916

3,098,139,162

51,263,756

-

-

△ 1,070,748

3,132,247,659



（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

60,072,486

【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

7,627,719,997
3,745,029,679
1,526,788,932
2,057,893,365

35,929,074

100,274,896
3,882,690,318
3,299,650,592

582,577,026
462,700

8,456,663,520
4,021,724,586
1,492,671,967

921,904,557
2,020,362,410

36,170,074

2,402,346,090

241,000
979,808,315

1,772,581,764

5,927,319,988
4,744,353,988
1,169,406,000

-
13,560,000

-
3,374,522,146

-

959,411,056
12,765,000

-
-

△ 2,552,797,842

460,144,977
458,418,129

1,726,848
840,600,000
840,600,000

本年度資金収支額 △ 399,761,055
前年度末資金残高 1,608,021,825
本年度末資金残高 1,208,260,770

54,226,564
2,231,422

56,457,986
1,264,718,756

380,455,023


