
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 32,157,998,820   固定負債 5,197,105,807

    有形固定資産 28,800,561,315     地方債 5,178,420,727

      事業用資産 13,716,894,622     長期未払金 -

        土地 10,413,614,146     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,840,255,729     その他 18,685,080

        建物減価償却累計額 -9,542,505,933   流動負債 750,830,837

        工作物 4,558,680     １年内償還予定地方債 510,729,093

        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 121,335,646

        航空機 -     預り金 84,202,426

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,563,672

        その他 - 負債合計 5,947,936,644

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 972,000   固定資産等形成分 34,205,225,966

      インフラ資産 14,901,277,657   余剰分（不足分） -5,438,367,837

        土地 10,472,610,279

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,331,958,462

        工作物減価償却累計額 -5,903,291,084

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 699,685,589

      物品減価償却累計額 -517,296,553

    無形固定資産 503,950

      ソフトウェア 503,950

      その他 -

    投資その他の資産 3,356,933,555

      投資及び出資金 114,636,171

        有価証券 -1,295,929

        出資金 115,932,100

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 15,406,698

      長期貸付金 -

      基金 3,227,772,743

        減債基金 -

        その他 3,227,772,743

      その他 -

      徴収不能引当金 -882,057

  流動資産 2,556,795,953

    現金預金 492,217,494

    未収金 18,417,524

    短期貸付金 -

    基金 2,047,227,146

      財政調整基金 1,899,506,986

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,066,211 純資産合計 28,766,858,129

資産合計 34,714,794,773 負債及び純資産合計 34,714,794,773

一般会計貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,660,254,099

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 39,514,978

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,620,739,121

  臨時損失 39,514,978

    災害復旧事業費 -

  経常収益 655,092,386

    使用料及び手数料 225,146,920

    その他 429,945,466

      社会保障給付 1,179,534,452

      他会計への繰出金 638,645,356

      その他 4,476,700

        その他 37,976,656

    移転費用 2,838,925,637

      補助金等 1,016,269,129

      その他の業務費用 74,393,997

        支払利息 35,274,584

        徴収不能引当金繰入額 1,142,757

        維持補修費 216,757,167

        減価償却費 554,131,377

        その他 891,320

        その他 110,200,762

      物件費等 2,859,228,966

        物件費 2,087,449,102

        職員給与費 1,271,746,499

        賞与等引当金繰入額 121,335,646

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,275,831,507

    業務費用 4,436,905,870

      人件費 1,503,282,907

一般会計行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 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 28,868,525,559 34,244,848,897 -5,376,323,338

  純行政コスト（△） -6,660,254,099 -6,660,254,099

  財源 6,536,111,305 6,536,111,305

    税収等 5,359,925,035 5,359,925,035

    国県等補助金 1,176,186,270 1,176,186,270

  本年度差額 -124,142,794 -124,142,794

  固定資産等の変動（内部変動） -62,098,295 62,098,295

    有形固定資産等の増加 54,663,850 -54,663,850

    有形固定資産等の減少 -603,421,182 603,421,182

    貸付金・基金等の増加 486,659,037 -486,659,037

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 -1,666,000 -1,666,000

  無償所管換等 24,141,364 24,141,364

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -101,667,430 -39,622,931 -62,044,499

本年度末純資産残高 28,766,858,129 34,205,225,966 -5,438,367,837

一般会計純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 86,395,944

本年度歳計外現金増減額 -2,193,518

本年度末歳計外現金残高 84,202,426

本年度末現金預金残高 492,217,494

    その他の収入 -

財務活動収支 86,687,089

本年度資金収支額 30,583,080

前年度末資金残高 377,431,988

本年度末資金残高 408,015,068

  財務活動支出 549,712,911

    地方債償還支出 515,149,239

    その他の支出 34,563,672

  財務活動収入 636,400,000

    地方債発行収入 636,400,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,580,827

    その他の収入 -

投資活動収支 -344,587,991

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 27,986,722

    国県等補助金収入 18,211,895

    基金取崩収入 2,194,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 372,574,713

    公共施設等整備費支出 54,663,850

    基金積立金支出 304,258,863

    投資及び出資金支出 13,652,000

  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 288,483,982

  業務収入 7,005,297,092

    税収等収入 5,364,691,011

    国県等補助金収入 1,157,974,375

    使用料及び手数料収入 225,112,240

    その他の収入 257,519,466

    移転費用支出 2,838,925,637

      補助金等支出 1,016,269,129

      社会保障給付支出 1,179,534,452

      他会計への繰出支出 638,645,356

      その他の支出 4,476,700

    業務費用支出 3,877,887,473

      人件費支出 1,499,538,644

      物件費等支出 2,315,836,658

      支払利息支出 35,274,584

      その他の支出 27,237,587

一般会計資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,716,813,110


