
(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

9,970,476,500 -
2,030,154,483 341,956,000
1,285,091,200 -

41,550,847,227 5,881,075,529
36,875,326,978 5,539,119,529

△ 469,975,711 -
- -
- -

14,302,551,402 -
△ 7,872,183,776 857,618,341

604,577,782 745,597,096

- -
- 負債合計 6,738,693,870
-

- -
- 71,584,260
- 40,436,985

19,177,354
△ 9,255,930

106,614,862,523

90,261,120 44,225,549,297
26,782,469,782 △ 6,148,053,578

234,599,971

18,822,240
411,851,707

△ 289,471,011

△ 80,095,736,376
-
-

4,673,575,817
229,024,046
13,165,546

1,944,432
1,944,432

-

4,318,953,962
-

4,318,953,962
-

195,858,500
20,000,000

-
131,813,718

-

-
2,674,702,070
1,198,864,070

△ 6,215,909
3,265,342,362

569,846,770
22,897,084

△ 2,103,562 純資産合計 38,077,495,719

資産合計 44,816,189,589 負債及び純資産合計 44,816,189,589

1,475,838,000
-
-



(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

-

【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

6,772,274,446

4,775,196,040

1,237,026,888

1,071,877,433

71,584,260

1,152,428,512

93,565,195

3,466,846,327

1,659,929,166

71,657,130

1,735,260,031

-

71,322,825

35,582,288

3,567,320

32,173,217

1,997,078,406

-

477,657,142

364,555,414

2,437,338

931,341,476

502,399,175

428,942,301

5,840,932,970

159,956,004

86,571,012

69,050,939

-

4,334,053

12,681,206

12,681,206

-

5,988,207,768



(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 45,410,318,829 △ 6,508,608,240

純行政コスト（△） △ 5,988,207,768

財源 5,151,724,496

税収等 4,195,528,857

国県等補助金 956,195,639

本年度差額 △ 836,483,272

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,197,037,934 1,197,037,934

有形固定資産等の増加 874,650,406 △ 874,650,406

有形固定資産等の減少 △ 1,883,383,969 1,883,383,969

貸付金・基金等の増加 795,708,474 △ 795,708,474

貸付金・基金等の減少 △ 984,012,845 984,012,845

資産評価差額 △ 943,158

無償所管換等 13,211,560

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,184,769,532 360,554,662

本年度末純資産残高 44,225,549,297 △ 6,148,053,578

△ 836,483,272

【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

38,901,710,589

△ 5,988,207,768

5,151,724,496

4,195,528,857

956,195,639

△ 943,158

13,211,560

-

△ 824,214,870

38,077,495,719



（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

35,582,288

【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

5,031,547,738
3,034,469,332
1,235,127,531
1,731,586,296

86,571,012

32,173,217
1,997,078,406
1,152,428,512

477,657,142
364,555,414

2,437,338
5,577,322,634
4,192,758,210

591,238,441
503,283,802
290,042,181

1,213,692,206

86,571,012
-

122,599,198
581,803,082

1,568,309,562
795,577,407
772,732,155

-
-
-

519,744,000

242,358,000
958,653,000

-
12,681,206

-
△ 354,617,356

736,273,554
736,273,554

-
519,744,000

569,846,770

-
△ 216,529,554

本年度資金収支額 10,656,172
前年度末資金残高 518,753,613
本年度末資金残高 529,409,785

31,299,728
9,137,257

40,436,985


