
(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 △ 1,605,964 純資産合計 36,510,846,805

資産合計 47,315,382,600 負債及び純資産合計 47,315,382,600

316,430,814
-
-

14,309,130
1,319,076,538
1,002,645,724

△ 5,695,636
1,958,245,124

594,141,754
32,323,666

1,239,258,957
-

1,239,258,957
-

187,392,444
1,070,338,046

△ 102,000,000
93,057,111
32,351,170

2,515,527,841
1,258,556,239

825,749

8,532,873
8,532,873

-

216,564,932
215,659,770

△ 139,714,345

△ 32,877,312,300
-
-

34,855,521
△ 34,855,515

64,251,329,439

1,933,200 46,690,523,144
31,681,525,688 △ 10,179,676,339

90,943,611

- 3,148,632
- 負債合計 10,804,535,795
-

- -
- 151,559,490
- 130,053,327

△ 203,905,803 -
- -
- -

17,171,307,168 4,547,664
△ 12,404,320,376 1,185,985,606

273,572,521 901,224,157

2,921,616,439 1,928,091,000
3,315,402,500 -

45,357,137,476 9,618,550,189
42,833,076,762 7,685,911,525

【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

11,075,605,649 -



(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

8,794,623

128,967,000

-

128,967,000

12,893,837,370

-

953,892,429

926,671,310

4,086,854

243,044,335

89,523,918

153,520,417

10,915,686,557

2,107,117,813

2,098,323,190

-

-

2,870,463,874

279,247,671

4,104,254,636

1,996,578,914

568,995,990

1,538,679,732

-

112,211,815

59,207,609

6,102,403

46,901,803

4,755,114,467

-

【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

11,158,730,892

6,403,616,425

2,187,149,974

1,756,342,813

151,559,490



(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 45,794,719,559 △ 9,897,527,405

純行政コスト（△） △ 12,893,837,370

財源 12,718,058,402

税収等 7,719,434,684

国県等補助金 4,998,623,718

本年度差額 △ 175,778,968

固定資産等の変動（内部変動） 106,765,466 △ 106,765,466

有形固定資産等の増加 1,102,778,802 △ 1,102,778,802

有形固定資産等の減少 △ 1,538,679,732 1,538,679,732

貸付金・基金等の増加 645,978,260 △ 645,978,260

貸付金・基金等の減少 △ 103,311,864 103,311,864

資産評価差額 936

無償所管換等 △ 11,827,863

その他 800,865,046 395,500

本年度純資産変動額 895,803,585 △ 282,148,934

本年度末純資産残高 46,690,523,144 △ 10,179,676,339

△ 11,827,863

801,260,546

613,654,651

36,510,846,805

936

△ 175,778,968

【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

35,897,192,154

△ 12,893,837,370

12,718,058,402

7,719,434,684

4,998,623,718



（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 594,141,754

-
△ 218,702,723

本年度資金収支額 △ 639,692,141
前年度末資金残高 1,103,780,568
本年度末資金残高 464,088,427

228,470,201
△ 98,416,874

130,053,327

764,500,000

589,153,772
69,254,000
7,621,980

-
-

△ 1,060,407,061

983,202,723
978,193,071

5,009,652
764,500,000

666,029,752

2,098,323,190
-

2,916,831,549
639,417,643

1,726,436,813
1,102,778,802

621,378,011
-

2,280,000
-

2,098,323,190

46,901,803
4,755,114,467
2,870,463,874

953,892,429
926,671,310

4,086,854
9,435,075,727
7,702,047,423
1,492,638,397

90,040,253
150,349,654

59,207,609

【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

9,614,166,443
4,859,051,976
2,187,367,660
2,565,574,904


