【様式第１号】

一般会計等 貸借対照表
(平成31年3月31日現在）
科目
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
物品
物品減価償却累計額
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資及び出資金
有価証券
出資金
その他
投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金
減債基金
その他
その他
徴収不能引当金
流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金
財政調整基金
減債基金
棚卸資産
その他
徴収不能引当金
資産合計

金額

科目

【負債の部】
42,919,533,982 固定負債
38,945,003,799
地方債
22,151,722,786
長期未払金
9,256,446,694
退職手当引当金
2,201,617,208
損失補償等引当金
26,043,591,413
その他
△ 16,246,244,205 流動負債
96,079,098
1年内償還予定地方債
△ 2,967,377
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
- 【純資産の部】
803,199,955 固定資産等形成分
16,644,805,138 余剰分（不足分）
647,043,447
220,731,703
△ 163,914,242
40,805,626,098
△ 24,952,962,186
88,280,318
814,585,195
△ 666,109,320
21,116,852
21,116,852
3,953,413,331
1,386,123,444
2,505,000
547,618,444
836,000,000
△ 746,000,000
297,053,158
615,761,588
2,411,948,586
2,411,948,586
△ 11,473,445
3,660,834,127
1,901,502,786
51,186,736
43,610,539
1,666,826,415
1,546,924,341
119,902,074
△ 2,292,349
純資産合計
46,580,368,109
負債及び純資産合計

(単位：円）
金額
21,680,466,733
19,063,547,435
106,859,298
2,510,060,000
2,049,237,144
1,671,174,403
23,280,000
167,659,281
187,123,460
23,729,703,877
44,629,970,936
△ 21,779,306,704

22,850,664,232
46,580,368,109

【様式第２号】

一般会計等 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
経常費用
業務費用
人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他
物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他
その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他
移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他
経常収益
使用料及び手数料
その他
純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
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
資産売却益
その他
純行政コスト

(単位：円）
金額
15,426,601,102
6,191,329,604
2,513,163,063
2,062,595,828
167,659,281
282,907,954
3,444,348,709
1,697,671,935
401,127,111
1,345,549,663
233,817,832
136,480,886
7,264,863
90,072,083
9,235,271,498
5,340,748,335
2,118,648,621
1,728,013,541
47,861,001
375,352,260
146,394,145
228,958,115
15,051,248,842
2,205,998,450
2,191,600,652
14,320,242
77,556
117,644,358
934,720
116,709,638
17,139,602,934

【様式第３号】

一般会計等 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
(単位：円）

科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

合計

21,929,661,466
△ 17,139,602,934
18,055,016,433
10,681,974,988
7,373,041,445
915,413,499

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

△ 30,502,373
36,091,640
921,002,766
22,850,664,232

固定資産
等形成分

42,508,362,847

2,117,643,918
2,196,250,538
△ 1,361,405,963
1,689,075,641
△ 406,276,298
△ 30,502,373
34,466,544
2,121,608,089
44,629,970,936

余剰分
（不足分）

△ 20,578,701,381
△ 17,139,602,934
18,055,016,433
10,681,974,988
7,373,041,445
915,413,499
△ 2,117,643,918
△ 2,196,250,538
1,361,405,963
△ 1,689,075,641
406,276,298

1,625,096
△ 1,200,605,323
△ 21,779,306,704

【様式第４号】

一般会計等 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
（単位：円）
科目
【業務活動収支】
業務支出
業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出
移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出
業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入
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
【投資活動収支】
投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出
投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入
投資活動収支
【財務活動収支】
財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出
財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

金額

14,108,956,399
4,850,405,050
2,510,732,797
2,113,119,284
136,480,886
90,072,083
9,258,551,349
5,340,748,335
2,118,648,621
1,728,013,541
71,140,852
13,639,324,792
10,691,820,052
2,571,154,000
145,637,225
230,713,515
2,191,600,652
2,191,600,652
3,480,156,750
818,924,491
3,812,021,775
2,182,055,042
1,369,966,733
260,000,000
1,662,995,495
1,321,730,695
272,423,048
66,246,232
2,595,520
△ 2,149,026,280
1,470,277,120
1,470,277,120
2,757,100,000
2,757,100,000
1,286,822,880
△ 43,278,909
1,757,658,235
1,714,379,326
198,751,027
△ 11,627,567
187,123,460
1,901,502,786

