
*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 36,973,160,824 固定負債 15,637,347,909

有形固定資産 35,013,450,676 地方債 14,322,345,889
事業用資産 23,023,589,650 長期未払金 -

土地 6,361,295,901 退職手当引当金 1,311,324,620
立木竹 5,022,033,500 損失補償等引当金 -
建物 23,758,864,161 その他 3,677,400
建物減価償却累計額 △ 12,929,616,929 流動負債 1,721,896,432
工作物 1,773,715,693 1年内償還予定地方債 1,586,337,500
工作物減価償却累計額 △ 962,702,677 未払金 141,332
船舶 1 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 0
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 116,555,641
航空機 - 預り金 18,273,575
航空機減価償却累計額 - その他 588,384
その他 - 17,359,244,341
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 0 固定資産等形成分 37,954,220,935

インフラ資産 11,622,524,978 余剰分（不足分） △ 17,149,728,193
土地 79,732,114
建物 699,677,493
建物減価償却累計額 △ 380,919,802
工作物 34,161,253,419
工作物減価償却累計額 △ 23,021,416,484
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 84,198,238

物品 676,285,757
物品減価償却累計額 △ 308,949,709

無形固定資産 34,213,858
ソフトウェア 34,213,858
その他 -

投資その他の資産 1,925,496,290
投資及び出資金 323,571,491

有価証券 22,050,116
出資金 301,521,375
その他 -

投資損失引当金 △ 31,000,000
長期延滞債権 313,991,652
長期貸付金 369,630,055
基金 954,828,641

減債基金 100,227,276
その他 854,601,365

その他 -
徴収不能引当金 △ 5,525,549

流動資産 1,190,576,259
現金預金 177,528,395
未収金 34,591,846
短期貸付金 60,057,500
基金 921,002,611

財政調整基金 921,002,611
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,604,093 20,804,492,742

38,163,737,083 38,163,737,083

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 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）

経常費用 8,431,123,768
業務費用 5,220,338,979

人件費 2,013,965,014
職員給与費 1,393,394,215
賞与等引当金繰入額 116,555,641
退職手当引当金繰入額 182,294,579
その他 321,720,579

物件費等 3,031,963,722
物件費 1,456,479,380
維持補修費 186,823,756
減価償却費 1,388,660,586
その他 -

その他の業務費用 174,410,243
支払利息 101,019,222
徴収不能引当金繰入額 8,129,642
その他 65,261,379

移転費用 3,210,784,789
補助金等 1,523,222,102
社会保障給付 1,030,562,916
他会計への繰出金 651,511,176
その他 5,488,595

経常収益 535,723,544
使用料及び手数料 384,260,965
その他 151,462,579

純経常行政コスト △ 7,895,400,224
臨時損失 20,536,200

災害復旧事業費 20,536,200
資産除売却損 -
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 13,818,890
資産売却益 13,818,890
その他 -

純行政コスト △ 7,902,117,534

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 21,093,900,857 38,066,976,736 △ 16,973,075,879

純行政コスト（△） △ 7,902,117,534 △ 7,902,117,534

財源 7,938,787,156 7,938,787,156

税収等 5,699,250,283 5,699,250,283

国県等補助金 2,239,536,873 2,239,536,873

本年度差額 36,669,622 36,669,622

固定資産等の変動（内部変動） △ 132,622,446 132,622,446

有形固定資産等の増加 1,417,536,919 △ 1,417,536,919

有形固定資産等の減少 △ 1,388,660,586 1,388,660,586

貸付金・基金等の増加 759,318,181 △ 759,318,181

貸付金・基金等の減少 △ 920,816,960 920,816,960

資産評価差額 - -

無償所管換等 19,905,237 19,905,237

その他 △ 345,982,974 △ 38,592 △ 345,944,382

本年度純資産変動額 △ 289,408,115 △ 112,755,801 △ 176,652,314

本年度末純資産残高 20,804,492,742 37,954,220,935 △ 17,149,728,193

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 7,110,412,667

業務費用支出 3,899,627,878
人件費支出 2,104,198,615
物件費等支出 1,643,303,136
支払利息支出 101,019,222
その他の支出 51,106,905

移転費用支出 3,210,784,789
補助金等支出 1,523,222,102
社会保障給付支出 1,030,562,916
他会計への繰出支出 651,511,176
その他の支出 5,488,595

業務収入 7,857,818,542
税収等収入 5,712,953,499
国県等補助金収入 1,608,495,973
使用料及び手数料収入 386,958,035
その他の収入 149,411,035

臨時支出 20,536,200
災害復旧事業費支出 20,536,200
その他の支出 -

臨時収入 8,714,700
業務活動収支 735,584,375
【投資活動収支】

投資活動支出 1,647,765,249
公共施設等整備費支出 1,417,536,919
基金積立金支出 152,992,330
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 77,236,000
その他の支出 -

投資活動収入 991,124,471
国県等補助金収入 622,326,200
基金取崩収入 263,360,406
貸付金元金回収収入 91,618,975
資産売却収入 13,818,890
その他の収入 -

投資活動収支 △ 656,640,778
【財務活動収支】

財務活動支出 1,517,595,625
地方債償還支出 1,515,001,700
その他の支出 2,593,925

財務活動収入 1,402,831,332
地方債発行収入 1,402,690,000
その他の収入 141,332

財務活動収支 △ 114,764,293
△ 35,820,696

195,075,516
159,254,820

前年度末歳計外現金残高 33,499,674
本年度歳計外現金増減額 △ 15,226,099
本年度末歳計外現金残高 18,273,575
本年度末現金預金残高 177,528,395

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
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