
（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 18,215,644,526

資産合計 29,229,046,831 負債及び純資産合計 29,229,046,831

527,339
1,450,640

-
△ 3,463,609

-
1,191,906,903
1,191,379,564

△ 2,487,146
2,740,228,093
1,469,678,067

80,656,092

69,301,171
-

69,301,171
-

△ 678,440,000
685,980,000

-
58,666,606

-

137,443,337
11,962,706
4,422,706

67,773,908
24,242,064
43,531,844

63,926,035
437,682,834

△ 369,941,125

△ 10,891,820,810
-
-

2,985,275,589
△ 937,806,316
28,260,790,363

918,000 27,680,725,641
21,089,278,811 △ 9,465,081,115
1,608,913,950 -

- 6,071,760
- 負債合計 11,013,402,305
-

- -
- 38,314,493
- 726,000,860

△ 1,119,556 38,556,993
- -
- -

7,534,761,807 191,472,202
△ 4,802,656,342 1,387,536,322

16,143,608 578,592,216

2,378,533,456 658,985,678
- -

26,488,818,738 9,625,865,983
26,283,601,493 8,775,408,103

【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

5,126,580,973 -



（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

-

-

4,902,947,799

288,200,046

150,857,966

137,134,202

-

207,878

-

-

4,614,747,753

215,706,958

109,288,897

2,554,274

103,863,787

2,546,174,271

2,178,280,094

349,898,331

17,995,846

448,559,366

309,416,699

139,142,667

50,112

5,063,307,119

2,517,132,848

621,993,861

530,841,606

42,813,261

2,421,709

45,917,285

1,679,432,029

814,341,758

65,761,053

799,279,106

【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 28,041,074,540 △ 9,614,853,825 -

純行政コスト（△） △ 4,902,947,799

財源 4,722,295,014 -

税収等 3,139,577,717

国県等補助金 1,582,717,297

本年度差額 △ 180,652,785 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 381,571,350 381,571,350

有形固定資産等の増加 791,647,869 △ 791,647,869

有形固定資産等の減少 △ 1,033,146,106 1,033,146,106

貸付金・基金等の増加 111,894,311 △ 111,894,311

貸付金・基金等の減少 △ 251,967,424 251,967,424

資産評価差額 54,519

無償所管換等 22,077

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 21,145,855 △ 51,145,855

本年度純資産変動額 △ 360,348,899 149,772,710 -

本年度末純資産残高 27,680,725,641 △ 9,465,081,115 -

22,077

-

-

△ 30,000,000

△ 210,576,189

18,215,644,526

54,519

18,426,220,715

△ 4,902,947,799

4,722,295,014

3,139,577,717

1,582,717,297

△ 180,652,785

【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

696,408,857
29,589,897

725,998,754
1,469,678,067

△ 65,811,513
本年度資金収支額 9,534,322
前年度末資金残高 734,144,991
本年度末資金残高 743,679,313

-

189,388,000
-
-

21,145,855
△ 447,914,907

586,611,513
576,700,035

9,911,478
520,800,000
520,800,000

159,846,000

-
-

523,260,742

818,294,762
747,081,088
71,213,674

-
-
-

370,379,855

150,857,966

107,032,290
2,546,174,271
2,178,280,094

349,898,331
17,995,846

4,937,286,719
3,131,635,151
1,422,871,297

304,742,770
78,037,501

150,857,966

109,288,897

【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

4,263,168,011
1,716,993,740

619,394,097
881,278,456


