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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 ： 全体
*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 120,965,544,849 固定負債 30,852,341,765

有形固定資産 116,250,000,216 地方債等 27,543,676,931

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 1,624,023,786

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 1,546,124,580

建物減価償却累計額 △ 23,544,130,447 流動負債 2,908,980,503

工作物 998,789,637 1年内償還予定地方債等 2,651,119,280

工作物減価償却累計額 △ 658,519,035 未払金 81,516,965

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 137,830,901

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 38,513,357

その他 - 33,761,322,268

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 122,710,266,090

インフラ資産 87,569,645,382 余剰分（不足分） △ 32,503,700,556

土地 1,289,601,308

建物 2,076,952,750

建物減価償却累計額 △ 1,301,885,993

工作物 192,065,423,377

工作物減価償却累計額 △ 106,588,396,239

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 27,950,179

物品 2,771,088,129

物品減価償却累計額 △ 2,210,187,055

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 4,693,628,913

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 219,103,680

長期貸付金 152,235,167

基金 2,571,148,388

減債基金 -

その他 2,571,148,388

その他 -

徴収不能引当金 △ 18,791,322

流動資産 3,002,342,953

現金預金 1,096,131,744

未収金 168,617,906

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 △ 7,127,938

繰延資産 - 90,206,565,534

123,967,887,802 123,967,887,802

※ 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。

全体貸借対照表
（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 ： 全体
*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 22,968,659,077
業務費用 12,074,863,464

人件費 2,181,486,784
職員給与費 1,922,765,089
賞与等引当金繰入額 137,276,460
退職手当引当金繰入額 90,479
その他 121,354,756

物件費等 9,426,123,696
物件費 4,256,436,945
維持補修費 97,985,773
減価償却費 5,071,700,978
その他 -

その他の業務費用 467,252,984
支払利息 354,005,925
徴収不能引当金繰入額 16,821,187
その他 96,425,872

移転費用 10,893,795,613
補助金等 7,889,192,846
社会保障給付 1,399,193,943
他会計への繰出金 1,562,618,734
その他 42,790,090

経常収益 1,627,334,091
使用料及び手数料 1,215,210,503
その他 412,123,588

純経常行政コスト △ 21,341,324,986
臨時損失 101,660,581

災害復旧事業費 54,461,430
資産除売却損 22,199,151
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 △ 21,430,197,476

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 ： 全体
*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 92,608,784,202 126,639,817,410 △ 34,031,033,208

純行政コスト（△） △ 21,430,197,476 △ 21,430,197,476

財源 18,919,108,856 18,919,108,856

税収等 13,759,053,600 13,759,053,600

国県等補助金 5,160,055,256 5,160,055,256

本年度差額 △ 2,511,088,620 △ 2,511,088,620

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,968,702,328 3,968,702,328

有形固定資産等の増加 1,317,408,019 △ 1,317,408,019

有形固定資産等の減少 △ 5,077,739,605 5,077,739,605

貸付金・基金等の増加 1,313,023,548 △ 1,313,023,548

貸付金・基金等の減少 △ 1,521,394,290 1,521,394,290

資産評価差額 - -

無償所管換等 25,794,600 25,794,600

その他 83,075,352 13,356,408 69,718,944

本年度純資産変動額 △ 2,402,218,668 △ 3,929,551,320 1,527,332,652

本年度末純資産残高 90,206,565,534 122,710,266,090 △ 32,503,700,556

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 ： 全体

*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 17,858,415,855

業務費用支出 6,964,620,242
人件費支出 2,177,186,369
物件費等支出 4,354,422,718
支払利息支出 354,005,925
その他の支出 79,005,230

移転費用支出 10,893,795,613
補助金等支出 7,889,192,846
社会保障給付支出 1,399,193,943
他会計への繰出支出 1,562,618,734
その他の支出 42,790,090

業務収入 20,217,637,020
税収等収入 13,734,464,993
国県等補助金収入 4,963,887,691
使用料及び手数料収入 1,217,043,325
その他の収入 302,241,011

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 2,286,844,953
【投資活動収支】

投資活動支出 2,463,020,345
公共施設等整備費支出 1,322,403,140
基金積立金支出 569,546,205
投資及び出資金支出 5,632,000
貸付金支出 565,439,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,527,210,244
国県等補助金収入 196,165,147
基金取崩収入 650,627,506
貸付金元金回収収入 570,193,979
資産売却収入 53,089,386
その他の収入 57,134,226

投資活動収支 △ 935,810,101
【財務活動収支】

財務活動支出 2,764,207,267
地方債償還支出 2,731,547,327
その他の支出 32,659,940

財務活動収入 1,581,805,000
地方債発行収入 1,581,805,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,182,402,267
168,632,585
927,499,159

1,096,131,744

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 1,096,131,744

※ 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

全体資金収支計算書
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


