
(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 △ 3,009,786 純資産合計 84,509,767,047

資産合計 107,546,948,937 負債及び純資産合計 107,546,948,937

2,299,757,000
-
-

724,565
6,063,027,852
3,763,270,852

△ 12,165,169
6,904,386,005

796,583,631
47,059,743

8,252,715,576
-

8,252,715,576
-

135,599,000
3,582,511,000

-
158,581,852
39,866,218

12,187,524,477
3,748,526,000

30,416,000

7,991,400
7,991,400

-

191,833,004
1,834,997,100

△ 1,546,513,969

△ 127,131,229,844
-
-

870,242,658
△ 389,083,240

186,481,222,592

396,131,200 106,706,315,349
60,252,112,653 △ 22,196,548,302

229,127,483

- -
- 負債合計 23,037,181,890
-

- -
- 269,818,896
- 177,144,537

△ 4,389,670,436 -
5,072,000 -

△ 5,071,997 -

43,461,449,057 -
△ 27,233,934,133 2,713,195,293

7,463,182,635 2,266,231,860

7,522,903,795 3,344,115,000
686,389,150 2,160,000

100,642,562,932 20,323,986,597
88,447,047,055 16,977,711,597

【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

27,906,451,271 -



(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

19,977,018

-

-

-

20,342,069,808

2,160,000

2,771,831,793

1,723,121,083

13,866,282

984,967,499

331,615,800

653,351,699

19,820,337,412

521,732,396

53,657,262

445,938,116

-

2,591,821,432

212,214,551

9,483,606,182

4,524,730,519

425,851,499

4,533,024,164

-

226,493,810

116,281,301

5,611,185

104,601,324

7,100,640,590

-

【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

20,805,304,911

13,704,664,321

3,994,564,329

3,512,530,882

269,818,896



(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 110,277,197,611 △ 23,781,774,623

純行政コスト（△） △ 20,342,069,808

財源 18,064,051,162

税収等 14,671,287,173

国県等補助金 3,392,763,989

本年度差額 △ 2,278,018,646

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,863,244,967 3,863,244,967

有形固定資産等の増加 1,678,311,676 △ 1,678,311,676

有形固定資産等の減少 △ 4,980,562,279 4,980,562,279

貸付金・基金等の増加 1,457,193,448 △ 1,457,193,448

貸付金・基金等の減少 △ 2,018,187,812 2,018,187,812

資産評価差額 -

無償所管換等 292,362,705

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 3,570,882,262 1,585,226,321

本年度末純資産残高 106,706,315,349 △ 22,196,548,302

292,362,705

-

△ 1,985,655,941

84,509,767,047

-

△ 2,278,018,646

【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

86,495,422,988

△ 20,342,069,808

18,064,051,162

14,671,287,173

3,392,763,989



（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 796,583,631

-
△ 1,218,891,100

本年度資金収支額 149,613,130
前年度末資金残高 469,825,964
本年度末資金残高 619,439,094

170,037,821
7,106,716

177,144,537

1,789,233,000

704,643,000
1,903,311,000

700,063
-
-

△ 484,307,633

3,008,124,100
3,008,124,100

-
1,789,233,000

2,608,654,063

53,657,262
-

206,860,000
1,852,811,863

3,092,961,696
1,676,711,677
1,167,034,019

243,816,000
5,400,000

-

53,657,262

77,051,188
7,100,640,590
2,591,821,432
2,771,831,793
1,723,121,083

13,866,282
17,933,817,623
14,695,411,310
2,481,260,989

334,241,178
422,904,146

116,281,301

【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

16,234,208,498
9,133,567,908
3,989,653,401
4,950,582,018


