
(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 △ 8,541,392 純資産合計 96,559,090,512

資産合計 139,054,312,248 負債及び純資産合計 139,054,312,248

3,609,157,439
-
-

12,549,606
12,971,877,402
9,362,719,963

△ 37,321,198
14,741,907,211
1,627,136,177

138,885,418

5,444,370,645
-

5,444,370,645
-

263,604,201
482,800,000

-
889,158,829
161,973,021

7,207,810,998
749,629,701

3,225,500

9,983,874
9,983,874

-

719,043,104
3,762,031,773

△ 2,815,957,246

△ 53,735,195,276
1,916,995,187

△ 1,145,926,887

988,652,310
△ 646,742,865

102,914,075,366

117,461,848 137,296,832,045
53,691,853,979 △ 40,737,741,533
2,680,953,040

- -
6,319,725,000 負債合計 42,495,221,736

△ 2,200,969,093

- -
- 481,535,118
- 109,674,698

△ 2,248,752,250 -
- -
- -

85,068,270,012 -
△ 44,319,188,038 3,511,444,898

3,389,635,716 2,920,235,082

16,330,498,464 5,654,441,000
- -

124,312,405,037 38,983,776,838
117,094,610,165 33,329,335,838

【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

62,456,681,659 -



(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

732,073

-

-

-

30,106,145,273

-

5,832,243,172

2,490,012,476

15,624,517

1,527,258,446

486,216,322

1,041,042,124

30,081,215,404

24,929,869

12,011,320

12,186,476

-

4,945,370,203

577,963,591

10,501,064,678

5,864,668,399

67,539,577

4,568,856,702

-

439,829,867

264,789,532

72,748,008

102,292,327

13,283,250,368

-

【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

31,608,473,850

18,325,223,482

7,384,328,937

6,324,830,228

481,535,118



(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 138,135,364,113 △ 38,753,685,318

純行政コスト（△） △ 30,106,145,273

財源 27,451,491,730

税収等 20,415,059,391

国県等補助金 7,036,432,339

本年度差額 △ 2,654,653,543

固定資産等の変動（内部変動） △ 668,629,883 668,629,883

有形固定資産等の増加 4,727,923,666 △ 4,727,923,666

有形固定資産等の減少 △ 4,666,896,217 4,666,896,217

貸付金・基金等の増加 1,902,835,229 △ 1,902,835,229

貸付金・基金等の減少 △ 2,632,492,561 2,632,492,561

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 161,073,140

その他 △ 8,829,045 1,967,445

本年度純資産変動額 △ 838,532,068 △ 1,984,056,215

本年度末純資産残高 137,296,832,045 △ 40,737,741,533

△ 161,073,140

△ 6,861,600

△ 2,822,588,283

96,559,090,512

-

△ 2,654,653,543

【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

99,381,678,795

△ 30,106,145,273

27,451,491,730

20,415,059,391

7,036,432,339



（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 1,627,136,177

-
2,107,506,167

本年度資金収支額 △ 245,396,623
前年度末資金残高 1,762,858,102
本年度末資金残高 1,517,461,479

99,466,793
10,207,905

109,674,698

4,900,700,000

869,248,000
1,828,669,149

583,374,839
27,255

-
△ 3,103,786,986

2,793,193,833
2,793,193,833

-
4,900,700,000

3,281,319,243

12,011,320
-

290,809,000
750,884,196

6,385,106,229
4,630,744,922
1,163,681,307

-
590,680,000

-

12,011,320

102,292,327
13,283,250,368
4,945,370,203
5,832,243,172
2,490,012,476

15,624,517
27,431,318,261
20,409,435,605
5,876,375,339

496,300,691
649,206,626

264,789,532

【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

26,959,231,745
13,675,981,377
7,365,338,582
5,943,560,936


