
 

  

一般会計等貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 24,802,662,297 固定負債 2,395,313,380
有形固定資産 18,460,256,421 地方債 2,395,313,380

事業用資産 5,507,305,518 長期未払金 -
土地 1,359,454,933 退職手当引当金 -
立木竹 1,077,287,800 損失補償等引当金 -

建物 7,220,255,889 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,183,395,537 流動負債 536,812,246

工作物 402,521,200 １年内償還予定地方債 467,396,300
工作物減価償却累計額 △ 368,818,767 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 43,056,869
航空機 - 預り金 26,359,077
航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 2,932,125,626
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 28,455,195,523
インフラ資産 12,941,014,588 余剰分（不足分） △ 2,478,046,160

土地 391,448,614

建物 -

建物減価償却累計額 -

工作物 28,525,588,484

工作物減価償却累計額 △ 15,987,182,156

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 11,159,646

物品 183,757,031

物品減価償却累計額 △ 171,820,716

無形固定資産 259,200

ソフトウェア 259,200

その他 -

投資その他の資産 6,342,146,676

投資及び出資金 355,941,024

有価証券 14,000,000

出資金 341,941,024

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 93,873,274

長期貸付金 88,161,800

基金 5,805,793,034

減債基金 -

その他 5,805,793,034

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,622,456

流動資産 4,106,612,692

現金預金 390,703,013

未収金 34,782,127

短期貸付金 -

基金 3,652,533,226

財政調整基金 2,114,891,593

減債基金 1,537,641,633

棚卸資産 28,596,223

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,897 25,977,149,363

28,909,274,989 28,909,274,989

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



 

 

（単位：円）

金　　　額

経常費用 6,995,725,144

業務費用 5,348,897,788

人件費 740,687,798

職員給与費 634,942,535

賞与等引当金繰入額 43,056,869

退職手当引当金繰入額 -

その他 62,688,394

物件費等 4,577,535,156

物件費 3,755,170,285

維持補修費 142,609,545

減価償却費 678,423,486

その他 1,331,840

その他の業務費用 30,674,834

支払利息 20,963,006

徴収不能引当金繰入額 200,941

その他 9,510,887

移転費用 1,646,827,356

補助金等 794,247,858

社会保障給付 424,310,510

他会計への繰出金 427,849,088

その他 419,900

経常収益 213,601,583

使用料及び手数料 68,299,112

その他 145,302,471

純経常行政コスト 6,782,123,561

臨時損失 25,607,153

災害復旧事業費 25,607,150

資産除売却損 3

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 14,752,450

資産売却益 12,559,365

その他 2,193,085

純行政コスト 6,792,978,264

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



（単位：円）

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 24,963,249,689 27,975,827,106 △ 3,012,577,417

純行政コスト（△） △ 6,792,978,264 △ 6,792,978,264

財源 7,780,131,280 7,780,131,280

税収等 7,044,398,254 7,044,398,254

国県等補助金 735,733,026 735,733,026

本年度差額 987,153,016 987,153,016

固定資産の変動（内部変動） 452,621,759 △ 452,621,759

有形固定資産等の増加 357,332,299 △ 357,332,299

有形固定資産等の減少 △ 678,423,489 678,423,489

貸付金・基金等の増加 1,420,217,694 △ 1,420,217,694

貸付金・基金等の減少 △ 646,504,745 646,504,745

資産評価差額 - -

無償所管換等 26,746,658 26,746,658

内部取引 - -

その他 - -

本年度純資産変動額 1,013,899,674 479,368,417 534,531,257

一般財源等充当調整額 - -

本年度末純資産残高 25,977,149,363 28,455,195,523 △ 2,478,046,160

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

科　　　　　　　　　目



 

（単位：円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 6,314,966,575

業務費用支出 4,668,139,219

人件費支出 738,553,656

物件費等支出 3,899,111,670

支払利息支出 20,963,006

その他の支出 9,510,887

移転費用支出 1,646,827,356

補助金等支出 794,247,858

社会保障給付支出 424,310,510

他会計への繰出支出 427,849,088

その他の支出 419,900

業務収入 7,861,100,292

税収等収入 7,073,185,638

国県等補助金収入 598,192,022

使用料及び手数料収入 44,439,003

その他の収入 145,283,629

臨時支出 25,607,150

災害復旧事業費支出 25,607,150

その他の支出 -

臨時収入 1,519,620

業務活動収支 1,522,046,187

【投資活動収支】

投資活動支出 1,681,483,634

公共施設等整備費支出 357,332,299

基金積立金支出 1,293,172,911

投資及び出資金支出 16,838,424

貸付金支出 14,140,000

その他の支出 -

投資活動収入 701,926,899

国県等補助金収入 136,021,384

基金取崩収入 542,108,000

貸付金元金回収収入 7,879,401

資産売却収入 15,918,114

その他の収入 -

投資活動収支 △ 979,556,735

【財務活動収支】

財務活動支出 524,712,616

地方債償還支出 524,712,616

その他の支出 -

財務活動収入 237,604,000

地方債発行収入 237,604,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 287,108,616

本年度資金収支額 255,380,836

一般財源等充当調整額 -

前年度末資金残高 108,963,100

本年度末資金残高 364,343,936

前年度末歳計外現金残高 27,894,619

本年度歳計外現金増減額 △ 1,535,542

本年度末歳計外現金残高 26,359,077

本年度末現金預金残高 390,703,013

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

科　　　　　　　　　目


