
(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

26,874,740,693 492,042,814
6,250,186,927 2,356,923,339

928,293,280 -

139,597,506,230 17,232,115,815
134,600,377,902 14,383,149,662

△ 1,331,655,518 21,231,710
- -
- -

43,205,670,467 -
△ 24,081,179,793 1,912,278,477

1,697,703,090 1,691,696,411

△ 240,428 -
- 負債合計 19,144,394,292
-

- -
- 163,465,383

601,071 35,884,973

2,179,762,660
△ 1,425,592,032
380,429,455,885

205,361,597 143,559,845,443
106,901,168,868 △ 18,408,700,340

1,173,445,911

4,730,400
2,216,290,075

△ 1,391,821,734

△ 275,460,633,956
-
-

4,966,774,044
253,796,500

-

30,354,284
30,354,284

-

4,565,085,697
-

4,565,085,697
-

143,396,500
110,400,000

△ 40,000,000
156,225,343
41,481,200

6,392,700
3,955,946,513
3,187,086,868

△ 9,814,696
4,698,033,165

711,081,276
27,728,978

△ 3,116,302 純資産合計 125,151,145,103

資産合計 144,295,539,395 負債及び純資産合計 144,295,539,395

768,859,645
-
-



(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

22,104,213,975

15,511,950,168

3,342,136,776

2,615,163,926

163,465,383

3,585,078,260

563,507,467

11,948,958,435

3,557,545,154

580,151,749

7,811,261,532

-

220,854,957

96,321,207

13,329,689

111,204,061

6,592,263,807

-

1,929,034,979

1,062,035,967

16,114,601

1,228,313,846

404,872,889

823,440,957

20,875,900,129

798,558,062

783,362,290

1,126,234

10,000,000

4,069,538

-

-

-

21,674,458,191



(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 147,694,181,430 △ 17,003,959,834

純行政コスト（△） △ 21,674,458,191

財源 15,744,236,361

税収等 10,796,429,133

国県等補助金 4,947,807,228

本年度差額 △ 5,930,221,830

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,059,975,175 5,059,975,175

有形固定資産等の増加 3,486,136,343 △ 3,486,136,343

有形固定資産等の減少 △ 7,876,559,597 7,876,559,597

貸付金・基金等の増加 374,387,827 △ 374,387,827

貸付金・基金等の減少 △ 1,043,939,748 1,043,939,748

資産評価差額 -

無償所管換等 936,079,158

その他 △ 10,439,970 △ 534,493,851

本年度純資産変動額 △ 4,134,335,987 △ 1,404,740,506

本年度末純資産残高 143,559,845,443 △ 18,408,700,340

△ 5,930,221,830

【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

130,690,221,596

△ 21,674,458,191

15,744,236,361

10,796,429,133

4,947,807,228

-

936,079,158

△ 544,933,821

△ 5,539,076,493

125,151,145,103



（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

96,321,207

【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

14,695,327,287
8,103,063,480
3,760,348,430
4,137,696,903

783,362,290

108,696,940
6,592,263,807
3,585,078,260
1,929,034,979
1,062,035,967

16,114,601
14,242,910,820
10,817,758,510
2,517,007,170

404,751,179
503,393,961

2,338,154,667

783,362,290
-

1,066,172,527
△ 169,606,230

3,779,042,923
3,450,132,887

318,910,036
10,000,000

-
-

3,094,792,000

1,364,627,531
960,238,788

6,339,300
6,949,048

-
△ 1,440,888,256

1,810,175,035
1,810,175,035

-
3,094,792,000

711,081,276

-
1,284,616,965

本年度資金収支額 △ 325,877,521
前年度末資金残高 1,001,073,824
本年度末資金残高 675,196,303

36,688,048
△ 803,075
35,884,973


