
(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

28,367,826,766 -
14,202,551,511 -
356,490,000 -

60,734,527,868 15,325,706,383
55,807,717,916 15,325,706,383

△ 170,071,116 -
- -
- -

23,398,066,579 -
△ 10,192,838,782 1,517,863,774

638,576,134 1,231,753,561

- -
- 負債合計 16,843,570,157
-

- -
- 127,110,639
- 158,999,574

380,430,552
△ 155,052,724
39,646,481,987

135,052,440 63,139,405,799
27,254,434,906 △ 15,519,341,582
4,758,102,650

146,071,449
699,568,430

△ 514,112,186

△ 17,521,599,008
-
-

4,926,809,952
568,579,000
24,575,000

-
-
-

4,158,669,728
-

4,158,669,728
-

37,098,000
506,906,000

-
200,066,330
7,806,600

832,200
2,404,045,731
2,015,304,705

△ 8,311,706
3,729,106,506
1,274,412,062
52,150,594

△ 2,334,081 純資産合計 47,620,064,217

資産合計 64,463,634,374 負債及び純資産合計 64,463,634,374

388,741,026
-
-



(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

12,818,878,922

7,132,089,347

2,066,412,673

1,596,239,039

127,110,639

2,125,157,708

343,062,995

4,828,888,586

3,216,087,414

189,919,704

1,422,881,468

-

236,788,088

113,255,831

5,253,212

118,279,045

5,686,789,575

-

2,391,645,696

981,786,402

188,199,769

640,253,445

166,884,296

473,369,149

12,178,625,477

749,939,395

191,938,855

547,875,540

-

10,125,000

60,653,526

59,253,508

1,400,018

12,867,911,346



(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 64,158,051,494 △ 15,181,833,991

純行政コスト（△） △ 12,867,911,346

財源 12,340,080,201

税収等 8,696,608,327

国県等補助金 3,643,471,874

本年度差額 △ 527,831,145

固定資産等の変動（内部変動） △ 190,179,554 190,179,554

有形固定資産等の増加 2,618,126,828 △ 2,618,126,828

有形固定資産等の減少 △ 3,158,601,647 3,158,601,647

貸付金・基金等の増加 1,339,583,397 △ 1,339,583,397

貸付金・基金等の減少 △ 989,288,132 989,288,132

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 828,322,141

その他 △ 144,000 144,000

本年度純資産変動額 △ 1,018,645,695 △ 337,507,591

本年度末純資産残高 63,139,405,799 △ 15,519,341,582

△ 527,831,145

【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

48,976,217,503

△ 12,867,911,346

12,340,080,201

8,696,608,327

3,643,471,874

△ 828,322,141

-

△ 1,356,153,286

47,620,064,217

-



（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

113,255,831

【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

11,377,248,379
5,690,458,804
2,042,747,702
3,416,176,226

191,938,855

118,279,045
5,686,789,575
2,125,157,708
2,391,645,696
981,786,402
188,199,769

12,018,762,071
8,712,158,478
2,663,382,000
166,884,296
476,337,297

2,746,741,259

191,938,855
-

323,382,874
772,957,711

3,847,207,281
2,562,486,632
1,163,016,649
121,128,000
576,000

-

1,414,200,000

656,707,000
887,863,000
544,200

1,201,627,059
-

△ 1,100,466,022

1,218,023,051
1,218,023,051

-
1,414,200,000

1,274,412,062

-
196,176,949

本年度資金収支額 △ 131,331,362
前年度末資金残高 1,246,743,850
本年度末資金残高 1,115,412,488

174,896,291
△ 15,896,717
158,999,574


