
(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 △ 3,031,848 純資産合計 30,301,512,900

資産合計 49,848,611,345 負債及び純資産合計 49,848,611,345

1,063,365,561

-

-

432,540

5,910,857,401

4,847,491,840

△ 6,956,564

6,568,058,700

624,534,608

35,265,999

6,235,579,117

-

6,235,579,117

-

145,771,848

138,464,000

-

325,267,493

2,506,287

6,847,532,181

291,135,848

6,900,000

78,401,412

78,401,412

-

61,591,320

1,900,769,352

△ 1,138,998,408

△ 14,526,336,390

-

-

144,340,083

△ 84,161,072

25,895,117,972

116,384,076 49,191,842,586

11,997,412,037 △ 18,890,329,686

506,860,124

- -

- 負債合計 19,547,098,445

-

- -

- 201,471,695

- 147,229,113

△ 173,858,176 70,254,000

- -

- -

21,471,578,058 -

△ 11,481,080,519 2,667,937,673

1,715,564,142 2,248,982,865

10,802,343,088 2,987,331,000

1,144,505,402 -

43,280,552,645 16,879,160,772

36,354,619,052 13,684,790,772

【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

23,595,436,071 207,039,000



(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

6,986,527

-

-

-

13,135,697,628

-

1,910,930,244

1,619,783,416

167,635,120

868,830,710

370,976,574

497,854,136

12,630,300,791

505,396,837

480,255,501

18,154,809

-

2,027,763,286

295,234,831

4,443,812,747

3,105,885,995

171,440,452

1,166,486,300

-

207,628,279

83,228,602

3,953,948

120,445,729

5,726,112,066

-

【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

13,499,131,501

7,773,019,435

3,121,578,409

2,624,871,883

201,471,695



(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 47,926,408,644 △ 18,349,379,102

純行政コスト（△） △ 13,135,697,628

財源 13,863,251,622

税収等 10,558,016,020

国県等補助金 3,305,235,602

本年度差額 727,553,994

固定資産等の変動（内部変動） 1,268,504,870 △ 1,268,504,870

有形固定資産等の増加 2,630,471,903 △ 2,630,471,903

有形固定資産等の減少 △ 1,253,297,917 1,253,297,917

貸付金・基金等の増加 581,605,601 △ 581,605,601

貸付金・基金等の減少 △ 690,274,717 690,274,717

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 2,834,166

その他 △ 236,762 292

本年度純資産変動額 1,265,433,942 △ 540,950,584

本年度末純資産残高 49,191,842,586 △ 18,890,329,686

△ 2,834,166

△ 236,470

724,483,358

30,301,512,900

-

727,553,994

【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

29,577,029,542

△ 13,135,697,628

13,863,251,622

10,558,016,020

3,305,235,602



（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 624,534,608

-

229,134,310

本年度資金収支額 △ 446,189,257
前年度末資金残高 923,494,752

本年度末資金残高 477,305,495

147,810,445

△ 581,332
147,229,113

2,463,548,000

672,487,000

639,007,425

432,540

-

-

△ 1,778,643,730

2,234,413,690

2,234,413,690

-

2,463,548,000

1,311,926,965

480,255,501

-

593,508,000

1,103,320,163

3,090,570,695

2,543,660,295

541,632,400

5,278,000

-

-

480,255,501

119,634,919

5,751,015,066

2,027,763,286

1,910,930,244

1,619,783,416

192,538,120

13,350,712,344

10,561,214,940

2,039,240,602

371,403,415

378,853,387

83,228,602

【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

12,360,644,680

6,609,629,614

3,111,284,846

3,295,481,247


