
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
平成31年度

貸借対照表
(令和02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 59,695,207,674 　固定負債 21,042,875,479
　　有形固定資産 52,349,873,136 　　地方債 18,073,785,479
　　　事業用資産 28,293,795,286 　　長期未払金 -
　　　　土地 10,748,795,262 　　退職手当引当金 2,969,090,000
　　　　立木竹 17,342,550 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 35,529,111,643 　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △21,112,380,046 　流動負債 2,895,650,158
　　　　工作物 4,080,575,771 　　1年内償還予定地方債 2,353,909,959
　　　　工作物減価償却累計額 △1,723,135,094 　　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 249,699,655
　　　　航空機 - 　　預り金 292,040,544
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 23,938,525,637
　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 753,485,200 　固定資産等形成分 62,683,884,674
　　　インフラ資産 23,184,169,171 　余剰分(不足分) △21,303,253,231
　　　　土地 9,949,955,235
　　　　建物 1,765,085,249
　　　　建物減価償却累計額 △1,058,089,876
　　　　工作物 33,724,032,519
　　　　工作物減価償却累計額 △21,208,566,081
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 11,752,125
　　　物品 3,037,969,401
　　　物品減価償却累計額 △2,166,060,722
　　無形固定資産 1,283,040
　　　ソフトウェア 1,283,040
　　　その他 -
　　投資その他の資産 7,344,051,498
　　　投資及び出資金 1,769,324,479
　　　　有価証券 31,100,479
　　　　出資金 442,637,000
　　　　その他 1,295,587,000
　　　投資損失引当金 △1,036,687,000
　　　長期延滞債権 336,780,191
　　　長期貸付金 95,380,257
　　　基金 6,227,382,737
　　　　減債基金 -
　　　　その他 6,227,382,737
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △48,129,166
　流動資産 5,623,949,406
　　現金預金 1,476,159,265
　　未収金 1,160,243,143
　　短期貸付金 29,800,000
　　基金 2,958,877,000
　　　財政調整基金 2,357,562,000
　　　減債基金 601,315,000
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △1,130,002 純資産合計 41,380,631,443

資産合計 65,319,157,080 負債及び純資産合計 65,319,157,080
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四角形
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令和元年度



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
平成31年度

行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 17,963,993,167
　　業務費用 10,303,661,686
　　　人件費 3,191,555,690
　　　　職員給与費 2,445,773,926
　　　　賞与等引当金繰入額 249,699,655
　　　　退職手当引当金繰入額 256,927,517
　　　　その他 239,154,592
　　　物件費等 6,882,217,853
　　　　物件費 4,479,245,944
　　　　維持補修費 778,509,939
　　　　減価償却費 1,624,461,970
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 229,888,143
　　　　支払利息 95,892,551
　　　　徴収不能引当金繰入額 49,259,168
　　　　その他 84,736,424
　　移転費用 7,660,331,481
　　　補助金等 3,950,401,500
　　　社会保障給付 2,577,337,118
　　　他会計への繰出金 1,113,645,960
　　　その他 18,946,903
　経常収益 990,299,861
　　使用料及び手数料 227,551,279
　　その他 762,748,582
純経常行政コスト 16,973,693,306
　臨時損失 763,698,911
　　災害復旧事業費 308,687,417
　　資産除売却損 16,847,494
　　投資損失引当金繰入額 438,164,000
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 8,478,361
　　資産売却益 8,478,361
　　その他 -
純行政コスト 17,728,913,856
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一般会計等 一般会計 【様式第3号】
平成31年度

純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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 40,789,852,739 63,566,057,372 △22,776,204,633
　純行政コスト(△) △17,728,913,856 △17,728,913,856
　財源 18,196,422,936 18,196,422,936
　　税収等 13,863,437,128 13,863,437,128
　　国県等補助金 4,332,985,808 4,332,985,808
　本年度差額 467,509,080 467,509,080
　固定資産等の変動（内部変動） △1,005,442,322 1,005,442,322
　　有形固定資産等の増加 2,136,557,702 △2,136,557,702
　　有形固定資産等の減少 △1,641,376,103 1,641,376,103
　　貸付金・基金等の増加 1,570,812,928 △1,570,812,928
　　貸付金・基金等の減少 △3,071,436,849 3,071,436,849
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 123,269,624 123,269,624
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 590,778,704 △882,172,698 1,472,951,402
本年度末純資産残高 41,380,631,443 62,683,884,674 △21,303,253,231
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一般会計等 一般会計 【様式第4号】
平成31年度

資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 16,227,776,821
　　業務費用支出 8,567,445,340
　　　人件費支出 3,129,060,482
　　　物件費等支出 5,272,713,502
　　　支払利息支出 95,892,551
　　　その他の支出 69,778,805
　　移転費用支出 7,660,331,481
　　　補助金等支出 3,950,401,500
　　　社会保障給付支出 2,577,337,118
　　　他会計への繰出支出 1,113,645,960
　　　その他の支出 18,946,903
　業務収入 18,134,321,404
　　税収等収入 13,864,813,601
　　国県等補助金収入 3,304,591,572
　　使用料及び手数料収入 226,311,399
　　その他の収入 738,604,832
　臨時支出 308,687,417
　　災害復旧事業費支出 308,687,417
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,597,857,166
【投資活動収支】
　投資活動支出 3,458,501,104
　　公共施設等整備費支出 2,136,557,702
　　基金積立金支出 600,179,402
　　投資及び出資金支出 438,164,000
　　貸付金支出 283,600,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,514,589,032
　　国県等補助金収入 144,872,000
　　基金取崩収入 2,091,063,179
　　貸付金元金回収収入 270,108,853
　　資産売却収入 8,545,000
　　その他の収入 -
投資活動収支 △943,912,072
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,276,160,786
　　地方債償還支出 2,276,160,786
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,267,344,000
　　地方債発行収入 2,267,344,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △8,816,786
本年度資金収支額 645,128,308
前年度末資金残高 538,990,413
本年度末資金残高 1,184,118,721

前年度末歳計外現金残高 121,745,558
本年度歳計外現金増減額 170,294,986
本年度末歳計外現金残高 292,040,544
本年度末現金預金残高 1,476,159,265
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