
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,678,042,323,361 固定負債 94,619,604,101
有形固定資産 1,600,795,998,935 地方債 59,542,289,101
事業用資産 609,572,165,029 長期未払金 -
土地 451,445,172,324 退職手当引当金 35,077,315,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 321,126,018,929 その他 -
建物減価償却累計額 △ 180,787,393,190 流動負債 15,053,600,847
工作物 29,444,989,961 １年内償還予定地方債 5,199,592,255
工作物減価償却累計額 △ 27,915,500,159 未払金 85,848,835
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 1,844,315,818
航空機 - 預り金 7,923,843,939
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 109,673,204,948
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,258,877,164 固定資産等形成分 1,711,999,441,532

インフラ資産 980,376,020,845 余剰分（不足分） △ 88,720,900,236
土地 892,812,712,419
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 88,459,806,196
工作物減価償却累計額 △ 952,017,330
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 55,519,560

物品 14,570,758,241
物品減価償却累計額 △ 3,722,945,180

無形固定資産 767,477,600
ソフトウェア 731,918,160
その他 35,559,440

投資その他の資産 76,478,846,826
投資及び出資金 3,272,962,392
有価証券 430,000,000
出資金 2,842,962,392
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,560,338,161
長期貸付金 3,380,756,151
基金 66,553,479,134
減債基金 6,425,648,531
その他 60,127,830,603

その他 -
徴収不能引当金 △ 288,689,012

流動資産 54,909,422,883
現金預金 19,206,144,914
未収金 1,883,205,361
短期貸付金 1,995,977,982
基金 31,961,140,189
財政調整基金 31,961,140,189
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 137,045,563 1,623,278,541,296

1,732,951,746,244 1,732,951,746,244

一般会計等貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：円）
金　　　額

経常費用 264,836,405,394
業務費用 134,702,413,326
人件費 51,231,614,983
職員給与費 46,516,586,034
賞与等引当金繰入額 1,844,315,818
退職手当引当金繰入額 2,229,981,048
その他 640,732,083

物件費等 82,671,122,431
物件費 60,095,522,332
維持補修費 16,029,196,303
減価償却費 6,546,403,796
その他 -

その他の業務費用 799,675,912
支払利息 411,485,864
徴収不能引当金繰入額 388,190,048
その他 -

移転費用 130,133,992,068
補助金等 25,630,477,005
社会保障給付 80,327,783,796
他会計への繰出金 24,117,780,225
その他 57,951,042

経常収益 13,406,752,079
使用料及び手数料 5,639,785,240
その他 7,766,966,839

純経常行政コスト 251,429,653,315
臨時損失 685,355,720
災害復旧事業費 -
資産除売却損 351,610,879
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 333,744,841

臨時利益 89,470,649
資産売却益 72,961,304
その他 16,509,345

純行政コスト 252,025,538,386

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



（単位：円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 1,593,529,318,707 1,681,231,109,364 △ 87,701,790,657
純行政コスト（△） △ 252,025,538,386 △ 252,025,538,386
財源 278,893,994,601 278,893,994,601
税収等 210,204,420,064 210,204,420,064
国県等補助金 68,689,574,537 68,689,574,537

本年度差額 26,868,456,215 26,868,456,215
固定資産の変動（内部変動） 27,371,446,218 △ 27,371,446,218
有形固定資産等の増加 21,712,523,405 △ 21,712,523,405
有形固定資産等の減少 △ 7,497,627,660 7,497,627,660
貸付金・基金等の増加 14,755,902,915 △ 14,755,902,915
貸付金・基金等の減少 △ 1,599,352,442 1,599,352,442

資産評価差額 - -
無償所管換等 3,396,885,950 3,396,885,950
その他 △ 516,119,576 - △ 516,119,576
本年度純資産変動額 29,749,222,589 30,768,332,168 △ 1,019,109,579
本年度末純資産残高 1,623,278,541,296 1,711,999,441,532 △ 88,720,900,236

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



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 259,868,886,921
業務費用支出 129,744,984,701
人件費支出 53,221,627,896
物件費等支出 76,094,119,546
支払利息支出 429,237,259
その他の支出 -

移転費用支出 130,123,902,220
補助金等支出 25,620,387,157
社会保障給付支出 80,327,783,796
他会計への繰出支出 24,117,780,225
その他の支出 57,951,042

業務収入 286,963,993,041
税収等収入 210,649,735,687
国県等補助金収入 63,160,417,855
使用料及び手数料収入 5,619,365,110
その他の収入 7,534,474,389

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 27,095,106,120
【投資活動収支】
投資活動支出 36,518,581,638
公共施設等整備費支出 21,712,523,405
基金積立金支出 11,874,167,189
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,881,735,726
その他の支出 50,155,318

投資活動収入 7,788,553,333
国県等補助金収入 5,579,312,000
基金取崩収入 172,345,117
貸付金元金回収収入 1,427,007,325
資産売却収入 609,888,891
その他の収入 -

投資活動収支 △ 28,730,028,305
【財務活動収支】
財務活動支出 4,376,265,185
地方債償還支出 4,376,265,185
その他の支出 -

財務活動収入 9,806,000,000
地方債発行収入 9,806,000,000
その他の収入 -

財務活動収支 5,429,734,815
本年度資金収支額 3,794,812,630
前年度末資金残高 7,487,488,345
本年度末資金残高 11,282,300,975

前年度末歳計外現金残高 7,745,916,366
本年度歳計外現金増減額 177,927,573
本年度末歳計外現金残高 7,923,843,939
本年度末現金預金残高 19,206,144,914

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


