
【様式第1号】
平成30年度

一般会計等貸借対照表
(平成31年03月31日現在)

(単位:円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 59,810,684,816　固定負債 21,110,126,548
　　有形固定資産 51,731,002,298　　地方債 18,161,642,548
　　　事業用資産 27,149,171,900　　長期未払金 -
　　　　土地 10,750,482,556　　退職手当引当金 2,948,484,000
　　　　立木竹 17,342,550　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 34,360,844,635　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △20,583,603,149　流動負債 2,604,425,681
　　　　工作物 3,823,929,372　　1年内償還予定地方債 2,274,869,676
　　　　工作物減価償却累計額 △1,586,554,464　　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 207,810,447
　　　　航空機 -　　預り金 121,745,558
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 23,714,552,229
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 366,730,400　固定資産等形成分 63,566,057,372
　　　インフラ資産 23,652,631,741　余剰分(不足分) △22,776,204,633
　　　　土地 9,827,327,728
　　　　建物 1,766,335,249
　　　　建物減価償却累計額 △1,012,488,588
　　　　工作物 33,579,742,703
　　　　工作物減価償却累計額 △20,520,037,476
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 11,752,125
　　　物品 3,069,243,200
　　　物品減価償却累計額 △2,140,044,543
　　無形固定資産 1,710,720
　　　ソフトウェア 1,710,720
　　　その他 -
　　投資その他の資産 8,077,971,798
　　　投資及び出資金 890,047,479
　　　　有価証券 31,100,479
　　　　出資金 442,637,000
　　　　その他 416,310,000
　　　投資損失引当金 △157,410,000
　　　長期延滞債権 349,839,595
　　　長期貸付金 68,780,257
　　　基金 6,964,099,449
　　　　減債基金 -
　　　　その他 6,964,099,449
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △37,384,982
　流動資産 4,693,720,152
　　現金預金 660,735,971
　　未収金 279,170,420
　　短期貸付金 42,336,556
　　基金 3,713,036,000
　　　財政調整基金 2,915,721,000
　　　減債基金 797,315,000
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △1,558,795 純資産合計 40,789,852,739

資産合計 64,504,404,968 負債及び純資産合計 64,504,404,968

0900
四角形



【様式第2号】
平成30年度

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 17,003,154,639
　　業務費用 9,654,101,903
　　　人件費 3,210,361,625
　　　　職員給与費 2,445,117,559
　　　　賞与等引当金繰入額 207,810,447
　　　　退職手当引当金繰入額 323,210,283
　　　　その他 234,223,336
　　　物件費等 6,224,160,636
　　　　物件費 4,008,596,497
　　　　維持補修費 539,536,974
　　　　減価償却費 1,676,027,165
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 219,579,642
　　　　支払利息 112,657,401
　　　　徴収不能引当金繰入額 38,943,777
　　　　その他 67,978,464
　　移転費用 7,349,052,736
　　　補助金等 3,744,390,012
　　　社会保障給付 2,496,464,592
　　　他会計への繰出金 1,102,307,552
　　　その他 5,890,580
　経常収益 874,400,339
　　使用料及び手数料 229,144,163
　　その他 645,256,176
純経常行政コスト 16,128,754,300
　臨時損失 144,666,909
　　災害復旧事業費 115,330,182
　　資産除売却損 29,336,727
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 22,111,415
　　資産売却益 22,111,415
　　その他 -
純行政コスト 16,251,309,794

0900
四角形



【様式第3号】
平成30年度

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:円)

科目 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 40,465,670,012 63,665,482,409 △23,199,812,397
　純行政コスト(△) △16,251,309,794 △16,251,309,794
　財源 16,337,051,804 16,337,051,804
　　税収等 13,229,033,717 13,229,033,717
　　国県等補助金 3,108,018,087 3,108,018,087
　本年度差額 85,742,010 85,742,010
　固定資産等の変動（内部変動） △337,865,754 337,865,754
　　有形固定資産等の増加 1,658,672,521 △1,658,672,521
　　有形固定資産等の減少 △1,708,020,040 1,708,020,040
　　貸付金・基金等の増加 764,770,643 △764,770,643
　　貸付金・基金等の減少 △1,053,288,878 1,053,288,878
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 238,440,717 238,440,717
　比例連結割合変更に伴う差額 - - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 324,182,727 △99,425,037 423,607,764
本年度末純資産残高 40,789,852,739 63,566,057,372 △22,776,204,633

0900
四角形



【様式第4号】
平成30年度

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 15,329,281,152
　　業務費用支出 7,980,228,416
　　　人件費支出 3,257,578,823
　　　物件費等支出 4,562,737,690
　　　支払利息支出 112,657,401
　　　その他の支出 47,254,502
　　移転費用支出 7,349,052,736
　　　補助金等支出 3,744,390,012
　　　社会保障給付支出 2,496,464,592
　　　他会計への繰出支出 1,102,307,552
　　　その他の支出 5,890,580
　業務収入 17,139,681,749
　　税収等収入 13,226,566,644
　　国県等補助金収入 3,048,433,226
　　使用料及び手数料収入 229,744,215
　　その他の収入 634,937,664
　臨時支出 115,330,182
　　災害復旧事業費支出 115,330,182
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,695,070,415
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,361,462,246
　　公共施設等整備費支出 1,658,672,521
　　基金積立金支出 421,789,725
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 281,000,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,099,161,962
　　国県等補助金収入 111,557,000
　　基金取崩収入 692,652,068
　　貸付金元金回収収入 270,185,331
　　資産売却収入 24,767,563
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,262,300,284
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,186,493,698
　　地方債償還支出 2,186,493,698
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,793,467,000
　　地方債発行収入 1,793,467,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △393,026,698
本年度資金収支額 39,743,433
前年度末資金残高 499,246,980
本年度末資金残高 538,990,413

前年度末歳計外現金残高 624,448,287
本年度歳計外現金増減額 △502,702,729
本年度末歳計外現金残高 121,745,558
本年度末現金預金残高 660,735,971

0900
四角形


