
（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 36,842,749,180

資産合計 41,715,035,140 負債及び純資産合計 41,715,035,140

211,708,000
-

3,064,142
△ 1,225,025

-
893,095,899
681,387,899

△ 844,568
1,604,921,727

690,806,672
19,180,039

2,682,365,034
-

2,682,365,034
-

40,163,500
17,838,000

-
17,446,649

-

2,788,746,855
89,779,740
31,778,240

6,538,600
6,291,000

247,600

208,244,597
1,829,660,917

△ 1,474,369,886

△ 9,779,372,759
-
-

1,496,869,475
△ 758,623,409
19,500,518,818

269,378,000 41,003,209,312
10,908,096,787 △ 4,160,460,132

240,460,065 -

- 3,485,083
- 負債合計 4,872,285,960
-

- -
- 50,417,213
- 42,873,810

△ 351,940,787 6,347,846
12,206,800 -

△ 12,206,795 -

28,621,709,295 738,469,670
△ 10,064,737,847 466,275,910

1,513,956,147 363,151,958

6,063,075,327 158,848,000
- -

40,110,113,413 4,406,010,050
37,314,827,958 3,508,692,380

【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

26,051,440,140 -



（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 36,520,551,730

資産合計 41,534,540,848 負債及び純資産合計 41,534,540,848

261,847,000
-

2,514,342
△ 1,319,010

-
1,009,719,899

747,872,899

△ 1,714,915
1,773,430,872

576,700,237
185,815,404

2,958,992,408
-

2,958,992,408
-

39,503,500
17,838,000

-
22,824,420

-

3,060,018,295
79,916,382
22,574,882

5,249,450
5,032,800

216,650

578,681,589
1,891,312,432

△ 1,537,619,694

△ 10,173,517,200
-
-

1,496,869,475
△ 796,521,642
19,243,317,609

1,315,440 40,770,829,875
10,721,764,042 △ 4,250,278,145

372,934,211 -

- 9,715,025
- 負債合計 5,013,989,118
-

- -
- 56,009,200
- 39,628,349

△ 438,730,947 130,014,574
- -
- -

28,972,288,681 957,316,994
△ 10,689,214,769 608,531,731

1,702,653,674 373,164,583

6,072,073,372 84,487,000
- -

39,761,109,976 4,405,457,387
36,695,842,231 3,363,653,393

【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

25,620,385,451 -



（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

-

10,767,444

4,716,144,028

4,768,889

3,981,096

-

-

787,793

10,767,444

-

4,722,142,583

93,223,044

45,244,022

1,753,970

46,225,052

3,499,638,064

3,108,920,398

384,183,566

6,534,100

2,625,604,639

406,253,689

2,219,350,950

60,709,570

7,347,747,222

3,848,109,158

1,101,548,656

694,925,564

56,009,200

-

350,613,892

2,653,337,458

1,303,172,214

86,719,371

1,202,736,303

【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 41,003,209,312 △ 4,160,460,132 -

純行政コスト（△） △ 4,716,144,028

財源 5,214,066,722 -

税収等 2,556,425,798

国県等補助金 2,657,640,924

本年度差額 497,922,694 -

固定資産等の変動（内部変動） 577,489,347 △ 577,489,347

有形固定資産等の増加 1,383,126,853 △ 1,383,126,853

有形固定資産等の減少 △ 1,202,736,304 1,202,736,304

貸付金・基金等の増加 835,972,988 △ 835,972,988

貸付金・基金等の減少 △ 438,874,190 438,874,190

資産評価差額 △ 9,203,358

無償所管換等 △ 800,665,426

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - △ 10,251,360

本年度純資産変動額 △ 232,379,437 △ 89,818,013 -

本年度末純資産残高 40,770,829,875 △ 4,250,278,145 -36,520,551,730

△ 800,665,426

-

-

△ 10,251,360

△ 322,197,450

△ 9,203,358

36,842,749,180

△ 4,716,144,028

5,214,066,722

2,556,425,798

2,657,640,924

497,922,694

【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

42,873,810
△ 3,245,461

39,628,349
576,700,237

△ 140,152,042
本年度資金収支額 △ 110,860,974
前年度末資金残高 647,932,862
本年度末資金残高 537,071,888

-

419,317,626
-
1
-

△ 871,141,170

368,277,042
363,151,362

5,125,680
228,125,000
228,125,000

902,958,156

32,049
825,662,806
900,432,238

2,193,416,953
1,380,847,953

812,569,000
-
-
-

1,322,275,783

3,981,096

46,219,634
3,499,638,064
3,108,920,398

384,183,566
6,534,100

6,242,156,321
2,523,133,240
1,201,188,249

370,279,555
2,147,555,277

4,013,145

45,244,022

【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

6,163,373,744
2,663,735,680
1,095,964,739
1,476,307,285


	前年度全体貸借対照表
	全体貸借対照表
	全体行政コスト計算書
	全体純資産変動計算書
	全体資金収支計算書

