
(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

13,853,193,908 4,692,042,870
5,913,509,802 1,535,441,000
10,115,801 -

26,370,587,074 17,299,556,881
22,926,908,578 11,055,158,027

△ 1,270,373,735 243,032,757
- -
- -

17,772,875,919 16,914,984
△ 10,133,525,478 1,819,411,431
1,508,322,599 1,408,937,954

- 5,139,186
- 負債合計 19,118,968,312
-

- -
- 115,994,923
- 46,306,611

60,588,503
△ 38,735,111
21,100,480,701

52,269,000 30,035,701,334
9,001,101,468 △ 18,406,462,512
474,753,844

29,547,040
1,249,954,206

△ 1,177,341,004

△ 12,625,533,509
-
-

3,443,678,496
89,180,523

-

-
-
-

3,252,557,800
-

3,252,557,800
-

51,180,523
38,000,000

△ 14,616,827
88,819,517
34,896,000

-
3,665,114,260
2,960,016,232

△ 7,158,517
4,377,620,060
697,269,639
16,393,802

△ 1,157,641 純資産合計 11,629,238,822

資産合計 30,748,207,134 負債及び純資産合計 30,748,207,134

705,098,028
-
-



(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

7,639,653,312

4,082,660,094

1,631,107,493

1,409,679,811

115,994,923

1,969,016,998

105,432,759

2,211,981,761

1,185,006,581

265,739,151

761,236,029

-

239,570,840

65,560,937

3,364,744

170,645,159

3,556,993,218

-

822,393,652

761,319,863

4,262,705

672,489,595

80,745,022

591,744,573

6,967,163,717

945,598,078

856,274,691

8,709,145

14,616,827

65,997,415

1,271,985

1,271,985

-

7,911,489,810



(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 30,417,943,046 △ 18,037,892,774

純行政コスト（△） △ 7,911,489,810

財源 8,284,933,559

税収等 7,008,813,290

国県等補助金 1,276,120,269

本年度差額 373,443,749

固定資産等の変動（内部変動） △ 401,382,477 401,382,477

有形固定資産等の増加 1,031,449,424 △ 1,031,449,424

有形固定資産等の減少 △ 802,135,136 802,135,136

貸付金・基金等の増加 200,106,885 △ 200,106,885

貸付金・基金等の減少 △ 830,803,650 830,803,650

資産評価差額 -

無償所管換等 19,140,765

その他 - △ 1,143,395,964

本年度純資産変動額 △ 382,241,712 △ 368,569,738

本年度末純資産残高 30,035,701,334 △ 18,406,462,512

373,443,749

【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

12,380,050,272

△ 7,911,489,810

8,284,933,559

7,008,813,290

1,276,120,269

-

19,140,765

△ 1,143,395,964

△ 750,811,450

11,629,238,822



（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

65,560,937

【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

6,882,838,819
3,325,845,601
1,630,239,553
1,459,408,452

856,274,691

170,636,659
3,556,993,218
1,969,016,998
822,393,652
761,319,863
4,262,705

8,539,635,250
7,020,189,074
1,021,894,269
80,530,822
417,021,085

947,284,569

856,274,691
-

26,987,000
827,508,740

1,399,276,946
1,230,545,322
165,371,624

-
3,360,000

-

1,225,000,000

227,239,000
715,482,969
2,774,000
1,788,600

-
△ 451,992,377

1,349,150,686
1,344,485,836
4,664,850

1,225,000,000

697,269,639

-
△ 124,150,686

本年度資金収支額 251,365,677
前年度末資金残高 399,597,351
本年度末資金残高 650,963,028

2,769,679
43,536,932
46,306,611


