
(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 △ 5,634,830 純資産合計 36,024,839,615

資産合計 70,826,084,345 負債及び純資産合計 70,826,084,345

633,459,695
-
-

13,102,800
2,255,683,368
1,622,223,673

△ 28,523,755
3,030,889,898
682,428,586
85,309,974

7,537,753,660
-

7,537,753,660
-

188,233,788
108,000,000
△ 61,916,821
1,507,867,735
92,520,600

9,354,435,207
306,733,788
10,500,000

41,378,079
41,378,079

-

12,290,200
2,078,250,613

△ 1,569,090,413

△ 75,507,863,226
-
-

1,368,405,238
△ 758,600,394
96,443,543,252

92,614,895 70,063,980,615
23,373,923,993 △ 34,039,141,000
1,816,148,923

- 43,351,188
- 負債合計 34,801,244,730
-

- -
- 235,334,922
- 54,361,016

△ 6,045,630 -
2,451,600 -

- -

39,498,611,748 97,223,520
△ 21,468,948,547 3,303,314,244

487,367,829 2,970,267,118

13,019,512,773 3,568,313,000
2,890,732,300 -

67,795,194,447 31,497,930,486
58,399,381,161 27,832,393,966

【様式第１号】

期首 一般会計等 貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

34,516,296,968 -



(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 △ 3,550,450 純資産合計 34,664,804,384

資産合計 68,370,222,370 負債及び純資産合計 68,370,222,370

633,484,772
-
-

13,638,800
1,759,632,094
1,126,147,322

△ 29,864,235
2,477,931,427
639,992,807
68,218,176

6,997,211,675
-

6,997,211,675
-

132,833,529
125,000,000
△ 66,634,869
1,461,706,571
81,503,800

8,712,256,471
268,333,529
10,500,000

53,002,138
53,002,138

-

3,774,200
2,068,799,132

△ 1,653,416,035

△ 76,207,294,941
-
-

839,201,040
△ 530,652,484
97,014,018,820

3,892,320 67,665,561,837
22,927,729,211 △ 33,000,757,453
1,808,682,576

- 29,667,100
- 負債合計 33,705,417,986
-

- -
- 245,579,760
- 64,206,006

△ 47,430,401 -
2,451,600 -
△ 350,578 -

39,382,802,188 47,692,897
△ 22,187,902,450 3,387,311,927

791,401,422 3,047,859,061

12,948,323,625 3,038,449,257
2,890,732,300 -

65,892,290,943 30,318,106,059
57,127,032,334 27,231,963,905

【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

33,783,920,026 -



(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

71,874,158

1,242,178

897,074

345,104

22,629,746,698

-

3,780,448,003

3,136,186,219

41,215,773

715,698,642

187,250,632

528,448,010

22,336,109,007

294,879,869

181,124,944

36,817,615

5,063,152

4,351,425,322

242,944,184

7,925,205,571

5,340,593,378

700,877,665

1,883,734,528

-

431,653,015

210,139,649

35,432,691

186,080,675

11,309,275,317

-

【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

23,051,807,649

11,742,532,332

3,385,673,746

2,897,149,802

245,579,760



(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 70,063,980,615 △ 34,039,141,000

純行政コスト（△） △ 22,629,746,698

財源 21,719,394,035

税収等 15,766,850,713

国県等補助金 5,952,543,322

本年度差額 △ 910,352,663

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,900,333,193 1,900,333,193

有形固定資産等の増加 1,127,506,207 △ 1,127,506,207

有形固定資産等の減少 △ 1,890,634,439 1,890,634,439

貸付金・基金等の増加 2,008,920,772 △ 2,008,920,772

貸付金・基金等の減少 △ 3,146,125,733 3,146,125,733

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 450,087,413

その他 △ 47,998,172 48,403,017

本年度純資産変動額 △ 2,398,418,778 1,038,383,547

本年度末純資産残高 67,665,561,837 △ 33,000,757,453

△ 450,087,413

404,845

△ 1,360,035,231

34,664,804,384

-

△ 910,352,663

【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

36,024,839,615

△ 22,629,746,698

21,719,394,035

15,766,850,713

5,952,543,322



（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 639,992,807

-
△ 572,328,508

本年度資金収支額 △ 52,280,769
前年度末資金残高 628,067,570
本年度末資金残高 575,786,801

54,361,016
9,844,990
64,206,006

2,447,429,000

170,435,172
1,790,718,849
1,143,400,800
12,637,830

-
99,860,446

3,019,757,508
2,970,267,120
49,490,388

2,447,429,000

3,117,192,651

181,124,944
-

1,185,126,472
420,187,293

3,017,332,205
1,093,721,407
754,125,590
35,326,208

1,134,159,000
-

181,124,944

186,080,675
11,309,275,317
4,351,425,322
3,780,448,003
3,136,186,219
41,215,773

20,917,679,060
15,777,155,859
4,596,981,678
186,011,132
357,530,391

210,139,649

【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

21,501,493,295
10,192,217,978
3,722,229,651
6,073,768,003


