
(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 △ 1,728,269 純資産合計 39,849,534,984

資産合計 49,130,969,730 負債及び純資産合計 49,130,969,730

1,590,585,000
-
-

68,580,000
2,391,358,000

800,773,000

△ 3,854,961
2,698,939,619

217,617,173
23,112,715

1,210,940,000
-

1,210,940,000
-

88,747,000
75,800,000

-
53,228,357
76,140,000

1,553,702,163
217,248,767
52,701,767

-
-
-

16,137,000
1,005,435,938

△ 707,364,764

△ 77,612,565,436
-
-

-
-

111,569,840,256

12,852,000 48,891,968,111
34,719,350,008 △ 9,042,433,127

745,938,188

- 51,622,323
- 負債合計 9,281,434,746
-

- -
- 76,354,772
- 27,135,813

△ 424,179,727 -
- 17,276,331
- -

14,366,259,482 53,033,729
△ 8,476,890,743 972,860,595

513,524,688 800,471,356

3,356,543,966 1,175,662,000
512,797,100 1,193,000

46,432,030,111 8,308,574,151
44,878,327,948 7,070,875,761

【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

9,860,906,766 7,809,661



(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

5,052,444

610,000

-

610,000

6,948,943,255

-

680,302,841

385,885,834

2,820,620

247,305,943

89,376,048

157,929,895

6,838,436,847

111,116,408

80,693,824

25,370,140

-

1,239,656,115

100,215,936

3,533,678,592

913,177,350

353,895,263

2,266,605,979

-

58,123,232

39,970,219

6,027,819

12,125,194

2,308,665,410

13,050,000

【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

7,085,742,790

4,777,077,380

1,185,275,556

995,654,848

76,354,772



(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 50,432,844,347 △ 9,314,131,844

純行政コスト（△） △ 6,948,943,255

財源 5,202,602,933

税収等 4,134,959,661

国県等補助金 1,067,643,272

本年度差額 △ 1,746,340,322

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,028,795,957 2,028,795,957

有形固定資産等の増加 518,513,712 △ 518,513,712

有形固定資産等の減少 △ 2,364,515,039 2,364,515,039

貸付金・基金等の増加 250,350,442 △ 250,350,442

貸付金・基金等の減少 △ 433,145,072 433,145,072

資産評価差額 △ 40

無償所管換等 △ 131,835,344

その他 619,755,105 △ 10,756,918

本年度純資産変動額 △ 1,540,876,236 271,698,717

本年度末純資産残高 48,891,968,111 △ 9,042,433,127

△ 131,835,344

608,998,187

△ 1,269,177,519

39,849,534,984

△ 40

△ 1,746,340,322

【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

41,118,712,503

△ 6,948,943,255

5,202,602,933

4,134,959,661

1,067,643,272



（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 217,617,173

-
△ 86,181,176

本年度資金収支額 50,967,148
前年度末資金残高 139,514,212
本年度末資金残高 190,481,360

26,215,977
919,836

27,135,813

761,200,000

-
343,126,000
68,580,000

-
-

△ 212,575,065

847,381,176
795,932,267
51,448,909

761,200,000

411,706,000

80,693,824
-

467,722,000
349,723,389

624,281,065
394,867,371
135,783,694
25,050,000
68,580,000

-

80,693,824

12,125,194
2,308,665,410
1,239,656,115

680,302,841
385,885,834

2,820,620
4,969,807,321
4,128,617,356

599,921,272
86,529,198

154,739,495

39,970,219

【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

5,007,112,108
2,698,446,698
1,170,621,614
1,475,729,671


