
(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

【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

12,953,306,115 -
6,027,903,547 1,352,454,075
2,791,812,110 -

24,475,036,848 8,529,745,201
21,279,735,517 7,133,604,262

△ 93,756,223 -
- -
- -

15,260,404,402 43,686,864
△ 11,216,771,245 961,593,240

150,460,724 788,931,032

- 63,245,664
- 負債合計 9,491,338,441
-

- -
- 82,797,814
- 26,618,730

212,436,815
△ 157,206,712
17,796,190,230

33,252,800 26,453,139,326
8,053,495,479 △ 9,204,330,723

125,045,103

12,364,393
1,203,679,805

△ 930,745,882

△ 9,935,334,350
-
-

3,177,353,889
440,832,213

479,706

17,947,442
17,947,440

2

2,733,954,451
-

2,733,954,451
-

35,352,507
405,000,000

△ 35,972,677
36,555,245
3,020,000

1,980,000
1,976,122,478
1,975,737,856

△ 1,035,343
2,265,110,196

273,922,509
13,643,083

△ 557,874 純資産合計 17,248,808,603

資産合計 26,740,147,044 負債及び純資産合計 26,740,147,044

384,622
-
-



(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

-

【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

6,122,956,901

3,225,800,552

1,126,742,961

978,593,206

82,797,814

1,807,766,862

65,351,941

2,040,105,127

1,110,439,257

156,555,379

773,110,491

-

58,952,464

34,561,311

1,386,216

23,004,937

2,897,156,349

-

553,422,036

534,501,991

1,465,460

429,598,487

140,886,900

288,711,587

5,693,358,414

271,945,538

235,905,861

-

35,972,677

67,000

9,800

-

9,800

5,965,294,152



(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 26,828,561,652 △ 9,139,375,690

純行政コスト（△） △ 5,965,294,152

財源 5,631,895,203

税収等 4,803,659,480

国県等補助金 828,235,723

本年度差額 △ 333,398,949

固定資産等の変動（内部変動） △ 268,443,916 268,443,916

有形固定資産等の増加 590,379,241 △ 590,379,241

有形固定資産等の減少 △ 773,110,491 773,110,491

貸付金・基金等の増加 238,335,145 △ 238,335,145

貸付金・基金等の減少 △ 324,047,811 324,047,811

資産評価差額 △ 20,094

無償所管換等 △ 106,958,316

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 375,422,326 △ 64,955,033

本年度末純資産残高 26,453,139,326 △ 9,204,330,723

△ 333,398,949

【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

17,689,185,962

△ 5,965,294,152

5,631,895,203

4,803,659,480

828,235,723

△ 20,094

△ 106,958,316

-

△ 440,377,359

17,248,808,603



（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

34,561,311

【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

5,346,173,923
2,449,017,574
1,124,656,690
1,266,994,636

235,905,861

22,804,937
2,897,156,349
1,807,766,862

553,422,036
534,501,991

1,465,460
5,640,201,371
4,795,388,919

545,209,723
141,204,880
158,397,849

336,560,203

235,905,861
-

226,308,797
284,430,384

822,123,957
590,379,241
231,744,716

-
-
-

986,209,000

56,717,203
277,863,000

1,980,000
-
-

△ 485,563,754

797,728,254
729,837,510
67,890,744

986,209,000

273,922,509

-
188,480,746

本年度資金収支額 △ 12,652,624
前年度末資金残高 259,956,403
本年度末資金残高 247,303,779

16,399,745
10,218,985
26,618,730


