
(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 △ 1,448,080 純資産合計 21,511,864,237

資産合計 35,682,326,511 負債及び純資産合計 35,682,326,511

1,148,253,353
-
-

16,377,971
3,729,103,689
2,580,850,336

△ 3,139,062
4,066,863,504

309,906,722
12,923,202

2,384,453,162
-

2,384,453,162
-

134,067,088
464,800,000

-
60,139,815

264,653,627

3,332,124,630
626,017,088
27,150,000

18,142,944
17,494,944

648,000

23,406,627
345,683,865

△ 127,615,894

△ 16,735,447,942
-
-

-
-

25,966,573,122

4,487,212,589 35,360,944,667
10,636,310,664 △ 13,849,080,430
1,381,778,857

- -
- 負債合計 14,170,462,274
-

- -
- 97,842,997
- 46,905,141

△ 1,633,885,227 -
- -
- -

21,641,620,167 -
△ 13,596,431,034 1,125,397,169

2,896,754,865 980,649,031

3,615,545,438 999,907,000
- -

31,615,463,007 13,045,065,105
28,265,195,433 12,045,158,105

【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

17,410,816,798 -



(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

-

255,982

-

255,982

7,986,229,407

-

1,089,725,324

1,165,078,430

3,622,960

309,140,859

114,076,781

195,064,078

7,865,853,176

120,632,213

120,632,213

-

-

1,158,631,735

88,397,911

3,124,778,499

1,869,576,736

164,854,278

1,090,347,485

-

160,381,642

103,260,918

5,954,085

51,166,639

3,417,058,449

-

【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

8,174,994,035

4,757,935,586

1,472,775,445

1,286,534,537

97,842,997



(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 34,265,294,585 △ 12,935,419,678

純行政コスト（△） △ 7,986,229,407

財源 8,361,013,216

税収等 6,423,258,305

国県等補助金 1,937,754,911

本年度差額 374,783,809

固定資産等の変動（内部変動） 1,288,463,295 △ 1,288,463,295

有形固定資産等の増加 2,601,219,273 △ 2,601,219,273

有形固定資産等の減少 △ 1,090,347,485 1,090,347,485

貸付金・基金等の増加 256,739,444 △ 256,739,444

貸付金・基金等の減少 △ 479,147,937 479,147,937

資産評価差額 -

無償所管換等 475,978

その他 △ 193,289,191 18,734

本年度純資産変動額 1,095,650,082 △ 913,660,752

本年度末純資産残高 35,360,944,667 △ 13,849,080,430

475,978

△ 193,270,457

181,989,330

21,511,864,237

-

374,783,809

【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

21,329,874,907

△ 7,986,229,407

8,361,013,216

6,423,258,305

1,937,754,911



（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 309,906,722

-
762,046,107

本年度資金収支額 △ 177,022,472
前年度末資金残高 440,024,053
本年度末資金残高 263,001,581

27,931,248
18,973,893
46,905,141

2,234,042,000

428,436,000
438,520,352
18,474,954

-
-

△ 1,943,964,393

1,471,995,893
1,471,995,893

-
2,234,042,000

885,431,306

120,632,213
-

442,861,911
1,004,895,814

2,829,395,699
2,601,219,273

158,476,426
19,700,000
50,000,000

-

120,632,213

51,179,841
3,416,799,031
1,158,631,735
1,089,725,324
1,165,078,430

3,363,542
7,757,329,877
6,426,308,429
1,066,457,000

113,333,975
151,230,473

103,260,918

【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

7,074,663,761
3,657,864,730
1,468,992,957
2,034,431,014


