
(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

15,655,774,259 -
6,851,868,117 1,236,636,000

47,674,900 -

40,269,200,279 6,974,854,048
38,324,220,015 5,598,218,048

△ 136,988,480 -
9,489,000 -

△ 9,488,998 -

18,931,255,359 140,000,000
△ 10,605,651,131 714,785,882

567,615,492 521,304,916

- -
- 負債合計 7,689,639,930
-

- -
- 77,440,756
- 116,040,210

133,191,052
△ 76,592,149

41,519,947,434

- 41,274,204,118
22,474,031,537 △ 7,101,474,678

968,681,151

34,168,595
1,045,028,412

△ 850,614,193

△ 20,105,364,546
-
-

1,932,966,240
46,086,764
16,924,939

12,014,024
6,784,664
5,229,360

1,691,332,481
-

1,691,332,481
-

22,521,825
6,640,000

-
38,080,518

163,104,580

7,603,200
997,400,639
920,408,493

△ 5,638,103
1,593,169,091

572,946,766
18,044,661

△ 2,826,175 純資産合計 34,172,729,440

資産合計 41,862,369,370 負債及び純資産合計 41,862,369,370

76,992,146
-
-



(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

9,915,000

【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

9,144,685,352

3,931,567,567

1,141,361,843

928,493,793

77,440,756

3,532,039,782

125,512,294

2,679,885,686

1,247,670,092

262,634,670

1,169,580,924

-

110,320,038

45,373,406

17,129,753

47,816,879

5,213,117,785

-

955,535,099

690,818,145

34,724,759

282,995,644

135,401,156

147,594,488

8,861,689,708

98,553,980

83,880,876

14,130,334

-

542,770

10,774,790

10,718,752

56,038

8,949,468,898



(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 41,340,610,157 △ 7,217,396,745

純行政コスト（△） △ 8,949,468,898

財源 8,992,107,140

税収等 6,187,004,553

国県等補助金 2,805,102,587

本年度差額 42,638,242

固定資産等の変動（内部変動） △ 213,283,824 213,283,824

有形固定資産等の増加 1,291,386,111 △ 1,291,386,111

有形固定資産等の減少 △ 1,224,595,108 1,224,595,108

貸付金・基金等の増加 2,101,314,560 △ 2,101,314,560

貸付金・基金等の減少 △ 2,381,389,387 2,381,389,387

資産評価差額 △ 16,636,155

無償所管換等 22,702,500

その他 140,811,440 △ 139,999,999

本年度純資産変動額 △ 66,406,039 115,922,067

本年度末純資産残高 41,274,204,118 △ 7,101,474,678

42,638,242

【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

34,123,213,412

△ 8,949,468,898

8,992,107,140

6,187,004,553

2,805,102,587

22,702,500

811,441

49,516,028

34,172,729,440

△ 16,636,155



（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

45,373,406

【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

7,949,139,961
2,736,022,176
1,127,978,918
1,514,878,364

83,880,876

47,791,488
5,213,117,785
3,532,039,782

955,535,099
690,818,145
34,724,759

7,792,579,593
6,187,923,664
1,323,102,281

134,283,256
147,270,392

2,651,725,587

83,880,876
-

1,046,549,463
806,108,219

3,325,053,556
1,245,628,659
2,030,516,506

389,391
48,519,000

-

422,392,000

435,450,843
2,153,475,232

52,080,760
10,718,752

-
△ 673,327,969

560,566,110
560,566,110

-
562,392,000

572,946,766

140,000,000
1,825,890

本年度資金収支額 134,606,140
前年度末資金残高 322,300,416
本年度末資金残高 456,906,556

125,031,771
△ 8,991,561
116,040,210


