
(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 △ 6,930,204 純資産合計 144,703,626,782

資産合計 167,869,072,861 負債及び純資産合計 167,869,072,861

3,431,572,866

-

-

-

6,710,618,070

3,279,045,204

△ 7,301,363

8,525,506,549

1,745,497,843

76,320,840

3,708,024,172

-

3,708,024,172

-

290,830,660

564,494,773

-

137,298,247

-

4,764,861,458

926,840,402

71,514,969

109,163,942

109,163,942

-

495,277,842

992,068,581

△ 655,296,966

△ 44,198,134,082

-

-

404,128,942

△ 145,186,770

147,197,492,039

2,711,996,280 166,054,184,382

106,033,292,683 △ 21,350,557,600

2,279,714,712

- 73,892,568

- 負債合計 23,165,446,079

-

- -

- 179,692,195

- 184,576,840

△ 515,580,990 -

- -

- -

42,198,863,393 110,735,355

△ 14,632,799,902 2,616,428,497

810,964,242 2,178,266,894

17,526,033,591 736,685,000

- -

159,343,566,312 20,549,017,582

154,469,540,912 19,701,597,227

【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

48,099,476,614 -



(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

-

1,022,481

972,125

50,356

19,310,406,485

-

3,586,291,805

823,767,351

6,185,569

1,041,453,693

285,696,308

755,757,385

19,283,832,307

27,596,659

18,209,880

9,386,779

-

5,752,364,614

468,289,669

6,873,100,325

2,771,062,935

248,527,174

3,853,510,216

-

295,468,428

186,221,959

10,641,768

98,604,701

10,168,609,339

-

【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

20,325,286,000

10,156,676,661

2,988,107,908

2,340,126,044

179,692,195



(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 163,726,528,487 △ 19,290,346,153

純行政コスト（△） △ 19,310,406,485

財源 19,257,686,469

税収等 12,003,958,042

国県等補助金 7,253,728,427

本年度差額 △ 52,720,016

固定資産等の変動（内部変動） 2,007,491,431 △ 2,007,491,431

有形固定資産等の増加 6,224,846,730 △ 6,224,846,730

有形固定資産等の減少 △ 3,922,626,550 3,922,626,550

貸付金・基金等の増加 690,566,888 △ 690,566,888

貸付金・基金等の減少 △ 985,295,637 985,295,637

資産評価差額 △ 28,943,764

無償所管換等 34,214,590

その他 314,893,638 -

本年度純資産変動額 2,327,655,895 △ 2,060,211,447

本年度末純資産残高 166,054,184,382 △ 21,350,557,600

△ 28,943,764

34,214,590

314,893,638

267,444,448

144,703,626,782

△ 52,720,016

【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

144,436,182,334

△ 19,310,406,485

19,257,686,469

12,003,958,042

7,253,728,427



（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 1,745,497,843

-

1,258,170,409

本年度資金収支額 △ 727,046,811
前年度末資金残高 2,287,967,814

本年度末資金残高 1,560,921,003

195,978,497

△ 11,401,657
184,576,840

3,319,100,000

1,813,982,672

902,753,000

14,222,000

18,100,000

-

△ 3,975,912,281

2,060,929,591

1,985,591,981

75,337,610

3,319,100,000

2,749,057,672

18,209,880

-

484,358,755

1,990,695,061

6,724,969,953

6,098,566,122

612,181,831

-

14,222,000

-

18,209,880

98,604,701

10,168,609,339

5,752,364,614

3,586,291,805

823,767,351

6,185,569

17,967,367,486

11,985,233,036

4,955,387,000

286,892,358

739,855,092

186,221,959

【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

16,442,821,300

6,274,211,961

2,969,795,192

3,019,590,109


