【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】
248,394,684,802 固定負債
236,652,711,922
地方債
151,867,422,087
長期未払金
107,219,794,073
退職手当引当金
2,248,147,753
損失補償等引当金
73,620,724,596
その他
△ 42,405,936,361 流動負債
20,486,878,097
1年内償還予定地方債
△ 11,383,599,232
未払金
50,966,135
未払費用
△ 32,442,271
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】
2,062,889,297 固定資産等形成分
83,303,677,643 余剰分（不足分）
12,241,786,960
564,493,800
△ 247,994,011
192,649,731,020
△ 122,347,920,732
443,580,606
6,961,447,464
△ 5,479,835,272
236,106,582
236,106,581
1
11,505,866,298
4,047,277,421
13,139,000
179,062,000
3,855,076,421
△ 2,282,266
974,915,870
13,660,686
6,533,139,910
6,533,139,910
△ 60,845,323
6,855,891,927
1,697,866,669
169,524,155
1,220,329
5,007,162,079
3,884,446,749
1,122,715,330
△ 19,881,305
純資産合計
255,250,576,729
負債及び純資産合計

(単位：円）
金額
42,023,923,100
36,723,435,358
5,300,487,742
5,610,825,700
5,007,989,849
480,693,789
122,142,062
47,634,748,800
253,403,067,210
△ 45,787,239,281

207,615,827,929
255,250,576,729

【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
35,589,112,910
19,755,061,934
7,482,764,455
5,788,974,686
480,693,789
289,281,747
923,814,233
11,723,867,268
6,076,497,529
120,748,979
5,526,620,760
548,430,211
236,526,891
35,561,480
276,341,840
15,834,050,976
3,234,246,529
9,193,467,682
3,281,272,656
125,064,109
1,338,637,725
795,010,036
543,627,689
34,250,475,185
1,038,296,948
809,319,088
226,694,194
2,282,266
1,400
14,753,157
14,753,157
35,274,018,976

【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

207,725,635,036
△ 35,274,018,976
34,443,559,236
24,632,991,875
9,810,567,361
△ 830,459,740

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

892,014,534
△ 171,361,901
△ 109,807,107
207,615,827,929

固定資産
等形成分

255,017,259,002

△ 1,735,457,678
4,236,063,292
△ 5,874,527,839
1,269,782,757
△ 1,366,775,888
892,014,534
△ 770,748,648
△ 1,614,191,792
253,403,067,210

余剰分
（不足分）

△ 47,291,623,966
△ 35,274,018,976
34,443,559,236
24,632,991,875
9,810,567,361
△ 830,459,740
1,735,457,678
△ 4,236,063,292
5,874,527,839
△ 1,269,782,757
1,366,775,888

599,386,747
1,504,384,685
△ 45,787,239,281

【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

30,576,567,970
14,742,516,994
7,951,119,794
6,278,528,469
236,526,891
276,341,840
15,834,050,976
3,234,246,529
9,193,467,682
3,281,272,656
125,064,109
33,601,738,929
24,625,274,591
7,637,556,323
804,669,505
534,238,510
809,319,088
809,319,088
736,376,943
2,952,228,814
5,187,843,471
4,076,432,598
947,193,452
122,167,421
42,050,000
2,650,426,603
1,436,634,095
1,127,664,444
43,263,912
42,864,152
△ 2,537,416,868
4,915,183,546
4,915,183,546
4,157,190,000
4,157,190,000
△ 757,993,546
△ 343,181,600
1,918,906,207
1,575,724,607
114,458,719
7,683,343
122,142,062
1,697,866,669

