
*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 246,202,723,608 固定負債 109,842,349,410

有形固定資産 233,879,719,832 地方債 90,984,240,101
事業用資産 149,533,007,726 長期未払金 8,123,816

土地 96,253,335,818 退職手当引当金 17,909,046,000
立木竹 352,353,400 損失補償等引当金 380,057,000
建物 150,105,361,296 その他 560,882,493
建物減価償却累計額 △ 99,864,393,016 流動負債 9,880,999,577
工作物 6,246,780,143 1年内償還予定地方債 8,052,858,262
工作物減価償却累計額 △ 4,107,887,706 未払金 5,706,364
船舶 16,590,000 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 16,589,999 前受金 0
浮標等 3,375,000 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 1,856,250 賞与等引当金 1,310,295,226
航空機 - 預り金 288,138,335
航空機減価償却累計額 - その他 224,001,390
その他 66,450,240 119,723,348,987
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 479,488,800 固定資産等形成分 252,012,334,390

インフラ資産 81,279,084,893 余剰分（不足分） △ 118,268,730,806
土地 41,294,882,289
建物 1,333,594,720
建物減価償却累計額 △ 1,032,499,401
工作物 109,626,047,135
工作物減価償却累計額 △ 72,150,936,186
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 2,207,996,336

物品 5,084,643,502
物品減価償却累計額 △ 2,017,016,289

無形固定資産 59,778,200
ソフトウェア 59,778,200
その他 -

投資その他の資産 12,263,225,576
投資及び出資金 3,276,289,080

有価証券 860,618,329
出資金 302,666,500
その他 2,113,004,251

投資損失引当金 △ 202,001,501
長期延滞債権 1,941,884,462
長期貸付金 242,539,032
基金 7,123,957,159

減債基金 -
その他 7,123,957,159

その他 -
徴収不能引当金 △ 119,442,656

流動資産 7,264,228,963
現金預金 1,036,393,942
未収金 455,174,110
短期貸付金 31,492,587
基金 5,778,118,195

財政調整基金 4,867,281,741
減債基金 910,836,454

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 36,949,871 133,743,603,584

253,466,952,571 253,466,952,571

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 88,308,046,836
業務費用 44,530,705,254

人件費 19,650,081,239
職員給与費 16,394,877,467
賞与等引当金繰入額 1,310,295,226
退職手当引当金繰入額 835,520,629
その他 1,109,387,917

物件費等 21,643,845,617
物件費 13,964,664,002
維持補修費 1,728,604,767
減価償却費 5,950,576,848
その他 -

その他の業務費用 3,236,778,398
支払利息 715,241,581
徴収不能引当金繰入額 233,842,289
その他 2,287,694,528

移転費用 43,777,341,582
補助金等 11,813,986,568
社会保障給付 24,749,895,926
他会計への繰出金 7,189,972,894
その他 23,486,194

経常収益 4,722,520,213
使用料及び手数料 1,640,295,844
その他 3,082,224,369

純経常行政コスト △ 83,585,526,623
臨時損失 223,474,804

災害復旧事業費 -
資産除売却損 44,058,917
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 179,415,887

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 83,809,001,427

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 134,751,618,325 252,935,158,306 △ 118,183,539,981

純行政コスト（△） △ 83,809,001,427 △ 83,809,001,427

財源 82,799,736,540 82,799,736,540

税収等 57,048,147,878 57,048,147,878

国県等補助金 25,751,588,662 25,751,588,662

本年度差額 △ 1,009,264,887 △ 1,009,264,887

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,003,045,099 1,003,045,099

有形固定資産等の増加 10,443,485,465 △ 10,443,485,465

有形固定資産等の減少 △ 11,207,356,498 11,207,356,498

貸付金・基金等の増加 1,357,241,679 △ 1,357,241,679

貸付金・基金等の減少 △ 1,596,415,745 1,596,415,745

資産評価差額 - -

無償所管換等 80,221,183 80,221,183

その他 △ 78,971,037 - △ 78,971,037

本年度純資産変動額 △ 1,008,014,741 △ 922,823,916 △ 85,190,825

本年度末純資産残高 133,743,603,584 252,012,334,390 △ 118,268,730,806

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 82,708,101,272

業務費用支出 38,930,759,690
人件費支出 20,234,376,413
物件費等支出 15,693,268,769
支払利息支出 715,241,581
その他の支出 2,287,872,927

移転費用支出 43,777,341,582
補助金等支出 11,813,986,568
社会保障給付支出 24,749,895,926
他会計への繰出支出 7,189,972,894
その他の支出 23,486,194

業務収入 85,713,885,770
税収等収入 57,401,335,447
国県等補助金収入 23,828,509,112
使用料及び手数料収入 1,626,529,598
その他の収入 2,857,511,613

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 3,005,784,498
【投資活動収支】

投資活動支出 5,643,561,524
公共施設等整備費支出 5,382,051,299
基金積立金支出 207,141,225
投資及び出資金支出 37,569,000
貸付金支出 16,800,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,230,955,566
国県等補助金収入 1,923,079,550
基金取崩収入 106,795,028
貸付金元金回収収入 49,794,421
資産売却収入 151,286,567
その他の収入 -

投資活動収支 △ 3,412,605,958
【財務活動収支】

財務活動支出 8,235,374,206
地方債償還支出 8,012,134,855
その他の支出 223,239,351

財務活動収入 8,965,500,000
地方債発行収入 8,965,500,000
その他の収入 -

財務活動収支 730,125,794
323,304,334
424,951,273
748,255,607

前年度末歳計外現金残高 241,933,896
本年度歳計外現金増減額 46,204,439
本年度末歳計外現金残高 288,138,335
本年度末現金預金残高 1,036,393,942

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 88,308,046,836
業務費用 44,530,705,254

人件費 19,650,081,239 　
職員給与費 16,394,877,467
賞与等引当金繰入額 1,310,295,226
退職手当引当金繰入額 835,520,629
その他 1,109,387,917

物件費等 21,643,845,617
物件費 13,964,664,002
維持補修費 1,728,604,767
減価償却費 5,950,576,848
その他 -

その他の業務費用 3,236,778,398
支払利息 715,241,581
徴収不能引当金繰入額 233,842,289
その他 2,287,694,528

移転費用 43,777,341,582
補助金等 11,813,986,568
社会保障給付 24,749,895,926
他会計への繰出金 7,189,972,894
その他 23,486,194

経常収益 4,722,520,213
使用料及び手数料 1,640,295,844
その他 3,082,224,369

純経常行政コスト △ 83,585,526,623
臨時損失 223,474,804

災害復旧事業費 -
資産除売却損 44,058,917
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 179,415,887

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 83,809,001,427 △ 83,809,001,427
財源 82,799,736,540 82,799,736,540

税収等 57,048,147,878 57,048,147,878
国県等補助金 25,751,588,662 25,751,588,662

本年度差額 △ 1,009,264,887 △ 1,009,264,887
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,003,045,099 1,003,045,099

有形固定資産等の増加 10,443,485,465 △ 10,443,485,465
有形固定資産等の減少 △ 11,207,356,498 11,207,356,498
貸付金・基金等の増加 1,357,241,679 △ 1,357,241,679
貸付金・基金等の減少 △ 1,596,415,745 1,596,415,745

資産評価差額 - -
無償所管換等 80,221,183 80,221,183
その他 △ 78,971,037 - △ 78,971,037

本年度純資産変動額 △ 1,008,014,741 △ 922,823,916 △ 85,190,825
前年度末純資産残高 134,751,618,325 252,935,158,306 △ 118,183,539,981
本年度末純資産残高 133,743,603,584 252,012,334,390 △ 118,268,730,806

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分）


