
(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 △ 1,092,540 純資産合計 7,490,728,211

資産合計 24,006,790,387 負債及び純資産合計 24,006,790,387

700,000,000
-
-

-
1,600,351,000

900,351,000

△ 1,977,717
2,377,067,580

765,110,214
12,698,906

4,257,056,354
-

4,257,056,354
-

118,253,000
10,000,000

△ 10,000,000
19,205,541

-

4,393,221,178
128,937,000

684,000

16,449,968
16,449,968

-

-
1,127,227,217

△ 927,424,088

△ 21,082,121,823
-
-

78,491,052
△ 25,001,003

27,421,650,522

132,524,000 23,230,073,807
6,644,167,511 △ 15,739,345,596

251,148,763

- 12,644,153
- 負債合計 16,516,062,176
-

- -
- 84,839,263
- 23,339,492

△ 711,322,672 -
- -
- -

19,095,861,271 5,367,268
△ 13,345,561,235 1,644,310,908

2,237,655,978 1,523,488,000

1,654,148,179 1,177,177,000
1,312,775,500 -

21,629,722,807 14,871,751,268
17,220,051,661 13,689,207,000

【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

10,376,081,021 -



(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

-

12,207,412

-

12,207,412

8,599,731,164

-

1,482,840,396

560,098,371

61,620,223

314,608,043

59,710,112

254,897,931

8,351,867,591

260,070,985

159,610,985

100,460,000

-

1,903,814,831

116,282,845

2,898,014,534

1,697,459,636

462,643,581

737,911,317

-

108,966,434

82,783,179

961,420

25,221,835

4,008,373,821

265,160,000

【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

8,666,475,634

4,658,101,813

1,651,120,845

1,184,838,737

84,839,263



(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 21,975,959,704 △ 15,183,823,094

純行政コスト（△） △ 8,599,731,164

財源 8,906,836,630

税収等 6,268,600,545

国県等補助金 2,638,236,085

本年度差額 307,105,466

固定資産等の変動（内部変動） 1,124,845,861 △ 1,124,845,861

有形固定資産等の増加 2,322,092,125 △ 2,322,092,125

有形固定資産等の減少 △ 737,911,317 737,911,317

貸付金・基金等の増加 149,786,411 △ 149,786,411

貸付金・基金等の減少 △ 609,121,358 609,121,358

資産評価差額 △ 2,552,152

無償所管換等 135,235,841

その他 △ 3,415,447 262,217,893

本年度純資産変動額 1,254,114,103 △ 555,522,502

本年度末純資産残高 23,230,073,807 △ 15,739,345,596

135,235,841

258,802,446

698,591,601

7,490,728,211

△ 2,552,152

307,105,466

【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

6,792,136,610

△ 8,599,731,164

8,906,836,630

6,268,600,545

2,638,236,085



（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 765,110,214

6,050,765
503,075,156

本年度資金収支額 △ 47,743,324
前年度末資金残高 789,514,046
本年度末資金残高 741,770,722

21,174,353
2,165,139

23,339,492

1,962,500,000

736,739,291
587,660,442

-
-
-

△ 1,123,923,700

1,465,475,609
1,454,657,669

10,817,940
1,968,550,765

1,324,399,733

159,610,985
-

796,586,709
573,105,220

2,448,323,433
2,322,092,125

126,231,308
-
-
-

159,610,985

25,221,835
4,008,373,821
1,903,814,831
1,482,840,396

560,098,371
61,620,223

7,696,129,508
6,264,623,020
1,104,910,085

59,306,152
267,290,251

82,783,179

【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

7,760,000,012
3,751,626,191
1,383,057,960
2,260,563,217


