
*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 42,377,545,304 固定負債 19,317,775,770

有形固定資産 39,666,639,921 地方債等 16,385,891,725
事業用資産 24,350,004,441 長期未払金 0

土地 6,549,213,245 退職手当引当金 1,654,820,123
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 5,022,033,500 その他 1,277,063,922
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 1,988,864,769
建物 24,876,699,572 1年内償還予定地方債等 1,705,099,160
建物減価償却累計額 △ 13,465,707,289 未払金 63,776,765
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 2,502,449,193 前受金 0
工作物減価償却累計額 △ 1,134,683,781 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 150,748,885
船舶 1 預り金 18,273,575
船舶減価償却累計額 0 その他 50,966,384
船舶減損損失累計額 0 21,306,640,539
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 43,369,306,173
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 20,513,094,827
航空機 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 0

インフラ資産 14,638,676,136
土地 130,271,484
土地減損損失累計額 0
建物 881,885,798
建物減価償却累計額 △ 466,169,741
建物減損損失累計額 0
工作物 39,044,249,180
工作物減価償却累計額 △ 25,438,416,834
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 486,856,249

物品 1,621,706,869
物品減価償却累計額 △ 943,747,525
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 402,456,030
ソフトウェア 34,213,858
その他 368,242,172

投資その他の資産 2,308,449,353
投資及び出資金 293,571,491

有価証券 22,050,116
出資金 271,521,375
その他 0

投資損失引当金 △ 31,000,000
長期延滞債権 340,477,282
長期貸付金 369,630,055
基金 1,343,509,071

減債基金 100,227,276
その他 1,243,281,795

その他 0
徴収不能引当金 △ 7,738,546

流動資産 1,785,306,581
現金預金 650,243,529
未収金 146,154,338
短期貸付金 60,057,500
基金 931,703,369

財政調整基金 931,703,369
減債基金 0

棚卸資産 1,834,153
その他 0
徴収不能引当金 △ 4,686,308

繰延資産 0 22,856,211,346

44,162,851,885 44,162,851,885

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 13,043,142,901
業務費用 6,323,858,542

人件費 2,508,172,137
職員給与費 1,751,072,835
賞与等引当金繰入額 148,902,885
退職手当引当金繰入額 187,171,803
その他 421,024,614

物件費等 3,532,570,891
物件費 1,737,747,032
維持補修費 213,597,340
減価償却費 1,580,090,105
その他 1,136,414

その他の業務費用 283,115,514
支払利息 127,052,583
徴収不能引当金繰入額 12,352,282
その他 143,710,649

移転費用 6,719,284,359
補助金等 5,654,045,307
社会保障給付 1,032,039,116
他会計への繰出金 0
その他 33,199,936

経常収益 1,332,812,354
使用料及び手数料 628,132,653
その他 704,679,701

純経常行政コスト △ 11,710,330,547
臨時損失 20,543,494

災害復旧事業費 20,536,200
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 7,294

臨時利益 13,818,890
資産売却益 13,818,890
その他 0

純行政コスト △ 11,717,055,151

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 23,065,453,496 43,481,682,055 △ 20,416,228,559

純行政コスト（△） △ 11,717,055,151 △ 11,717,055,151

財源 11,793,724,810 11,793,724,810

税収等 7,120,475,201 7,120,475,201

国県等補助金 4,673,249,609 4,673,249,609

本年度差額 76,669,659 76,669,659

固定資産等の変動（内部変動） △ 132,242,527 132,242,527

有形固定資産等の増加 1,534,766,702 △ 1,534,766,702

有形固定資産等の減少 △ 1,580,995,319 1,580,995,319

貸付金・基金等の増加 889,278,571 △ 889,278,571

貸付金・基金等の減少 △ 975,292,481 975,292,481

資産評価差額 0 0

無償所管換等 19,905,237 19,905,237

その他 △ 305,817,046 △ 38,592 △ 305,778,454

本年度純資産変動額 △ 209,242,150 △ 112,375,882 △ 96,866,268

本年度末純資産残高 22,856,211,346 43,369,306,173 △ 20,513,094,827

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 11,698,999,569

業務費用支出 4,979,715,210
人件費支出 2,596,638,630
物件費等支出 2,127,664,775
支払利息支出 127,052,583
その他の支出 128,359,222

移転費用支出 6,719,284,359
補助金等支出 5,654,045,307
社会保障給付支出 1,032,039,116
他会計への繰出支出 0
その他の支出 33,199,936

業務収入 12,741,547,608
税収等収入 7,084,373,573
国県等補助金収入 4,042,208,709
使用料及び手数料収入 949,297,262
その他の収入 665,668,064

臨時支出 20,543,494
災害復旧事業費支出 20,536,200
その他の支出 7,294

臨時収入 8,714,700
業務活動収支 1,030,719,245
【投資活動収支】

投資活動支出 1,839,903,723
公共施設等整備費支出 1,534,766,702
基金積立金支出 227,901,021
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 77,236,000
その他の支出 0

投資活動収入 1,027,966,012
国県等補助金収入 638,699,200
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 20,468,541

投資活動収支 △ 811,937,711
【財務活動収支】

財務活動支出 1,632,961,083
地方債償還支出 1,629,560,868
その他の支出 3,400,215

財務活動収入 1,474,810,752
地方債発行収入 1,473,990,000
その他の収入 820,752

財務活動収支 △ 158,150,331
60,631,203

571,338,751
631,969,954

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 650,243,529

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
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