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*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 87,945,412,712 固定負債 18,302,051,017

有形固定資産 83,753,135,924 地方債 16,607,423,182

事業用資産 28,119,453,760 長期未払金 100,360,468

土地 9,330,994,474 退職手当引当金 1,556,111,367

立木竹 1,004,187,251 損失補償等引当金 38,156,000

建物 40,988,131,880 その他 -

建物減価償却累計額 △ 23,544,130,447 流動負債 1,826,852,735

工作物 998,789,637 1年内償還予定地方債 1,663,948,907

工作物減価償却累計額 △ 658,519,035 未払金 35,489,736

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 127,414,092

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 20,128,903,752

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 89,690,133,953

インフラ資産 55,434,562,978 余剰分（不足分） △ 19,907,368,090

土地 1,275,351,108

建物 1,402,722,710

建物減価償却累計額 △ 1,040,956,831

工作物 136,403,614,402

工作物減価償却累計額 △ 82,606,168,411

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 1,538,909,829

物品減価償却累計額 △ 1,339,790,643

無形固定資産 21,915,720

ソフトウェア 21,915,720

その他 -

投資その他の資産 4,170,361,068

投資及び出資金 1,794,933,000

有価証券 227,330,000

出資金 1,567,603,000

その他 -

投資損失引当金 △ 25,000,000

長期延滞債権 118,650,217

長期貸付金 152,235,167

基金 2,138,405,903

減債基金 -

その他 2,138,405,903

その他 -

徴収不能引当金 △ 8,863,219

流動資産 1,966,256,903

現金預金 203,864,549

未収金 19,589,654

短期貸付金 721,241

基金 1,744,000,000

財政調整基金 1,506,000,000

減債基金 238,000,000

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,918,541 69,782,765,863

89,911,669,615 89,911,669,615

※ 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 15,156,920,838
業務費用 9,923,209,143

人件費 2,012,961,990
職員給与費 1,766,529,142
賞与等引当金繰入額 127,414,092
退職手当引当金繰入額 -
その他 119,018,756

物件費等 7,714,256,353
物件費 3,636,683,808
維持補修費 296,752,274
減価償却費 3,780,820,271
その他 -

その他の業務費用 195,990,800
支払利息 140,368,597
徴収不能引当金繰入額 10,781,760
その他 44,840,443

移転費用 5,233,711,695
補助金等 2,260,367,128
社会保障給付 1,398,379,943
他会計への繰出金 1,562,618,734
その他 12,345,890

経常収益 641,363,449
使用料及び手数料 304,181,426
その他 337,182,023

純経常行政コスト △ 14,515,557,389
臨時損失 97,378,630

災害復旧事業費 54,461,430
資産除売却損 17,917,200
投資損失引当金繰入額 25,000,000
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 12,788,091
資産売却益 7,981,467
その他 4,806,624

純行政コスト △ 14,600,147,928

※ 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 72,189,679,580 92,743,366,035 △ 20,553,686,455

純行政コスト（△） △ 14,600,147,928 △ 14,600,147,928

財源 12,153,376,224 12,153,376,224

税収等 9,900,535,040 9,900,535,040

国県等補助金 2,252,841,184 2,252,841,184

本年度差額 △ 2,446,771,704 △ 2,446,771,704

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,092,383,090 3,092,383,090

有形固定資産等の増加 973,669,051 △ 973,669,051

有形固定資産等の減少 △ 3,814,599,830 3,814,599,830

貸付金・基金等の増加 1,170,910,000 △ 1,170,910,000

貸付金・基金等の減少 △ 1,422,362,311 1,422,362,311

資産評価差額 - -

無償所管換等 25,794,600 25,794,600

その他 14,063,387 13,356,408 706,979

本年度純資産変動額 △ 2,406,913,717 △ 3,053,232,082 646,318,365

本年度末純資産残高 69,782,765,863 89,690,133,953 △ 19,907,368,090

※ 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 11,360,249,335

業務費用支出 6,126,537,640
人件費支出 2,009,025,353
物件費等支出 3,933,436,082
支払利息支出 140,368,597
その他の支出 43,707,608

移転費用支出 5,233,711,695
補助金等支出 2,260,367,128
社会保障給付支出 1,398,379,943
他会計への繰出支出 1,562,618,734
その他の支出 12,345,890

業務収入 12,538,003,899
税収等収入 9,909,113,514
国県等補助金収入 2,066,647,419
使用料及び手数料収入 302,171,254
その他の収入 260,071,712

臨時支出 72,378,630
災害復旧事業費支出 54,461,430
その他の支出 17,917,200

臨時収入 2,418
業務活動収支 1,105,378,352
【投資活動収支】

投資活動支出 1,977,426,391
公共施設等整備費支出 961,641,289
基金積立金支出 445,014,102
投資及び出資金支出 5,632,000
貸付金支出 565,139,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,397,540,712
国県等補助金収入 186,191,347
基金取崩収入 588,366,000
貸付金元金回収収入 569,893,979
資産売却収入 53,089,386
その他の収入 -

投資活動収支 △ 579,885,679
【財務活動収支】

財務活動支出 1,761,234,983
地方債償還支出 1,728,575,043
その他の支出 32,659,940

財務活動収入 1,145,805,000
地方債発行収入 1,145,805,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 615,429,983
△ 89,937,310

293,801,859

203,864,549

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 203,864,549

※ 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


