
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 3,589,776 固定負債 1,666,228

有形固定資産 2,964,469 地方債 1,452,505
事業用資産 1,212,889 長期未払金 18,250

土地 598,721 退職手当引当金 186,548
立木竹 - 損失補償等引当金 7,257
建物 1,648,934 その他 1,667
建物減価償却累計額 △ 1,086,687 流動負債 202,894
工作物 98,472 1年内償還予定地方債 172,786
工作物減価償却累計額 △ 76,948 未払金 1,193
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 39 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 △ 38 賞与等引当金 19,043
航空機 2,466 預り金 9,550
航空機減価償却累計額 △ 2,197 その他 322
その他 0 1,869,122
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 30,128 固定資産等形成分 3,683,661

インフラ資産 1,736,441 余剰分（不足分） △ 1,848,670
土地 1,306,572
建物 72,257
建物減価償却累計額 △ 41,299
工作物 1,389,280
工作物減価償却累計額 △ 1,018,104
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 27,735

物品 41,391
物品減価償却累計額 △ 26,253

無形固定資産 6,539
ソフトウェア 2,234
その他 4,306

投資その他の資産 618,768
投資及び出資金 633,772

有価証券 51,177
出資金 582,595
その他 -

投資損失引当金 △ 321,902
長期延滞債権 6,208
長期貸付金 96,139
基金 194,521

減債基金 172,693
その他 21,828

その他 10,584
徴収不能引当金 △ 554

流動資産 114,338
現金預金 18,027
未収金 2,796
短期貸付金 32,018
基金 61,867

財政調整基金 16,669
減債基金 45,197

棚卸資産 0
その他 9
徴収不能引当金 △ 379 1,834,991

3,704,114 3,704,114

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 987,801
業務費用 497,492

人件費 257,584
職員給与費 208,628
賞与等引当金繰入額 19,043
退職手当引当金繰入額 12,023
その他 17,890

物件費等 217,352
物件費 114,726
維持補修費 45,515
減価償却費 57,111
その他 0

その他の業務費用 22,556
支払利息 17,988
徴収不能引当金繰入額 634
その他 3,933

移転費用 490,309
補助金等 113,026
社会保障給付 290,442
他会計への繰出金 84,993
その他 1,848

経常収益 85,919
使用料及び手数料 45,638
その他 40,281

純経常行政コスト 901,882
臨時損失 2,661

災害復旧事業費 11
資産除売却損 1,362
投資損失引当金繰入額 1,287
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 13,159
資産売却益 1,116
その他 12,043

純行政コスト 891,383

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 1,783,122 3,668,882 △ 1,885,761

純行政コスト（△） △ 891,383 △ 891,383

財源 936,347 936,347

税収等 685,870 685,870

国県等補助金 250,477 250,477

本年度差額 44,964 44,964

固定資産等の変動（内部変動） 7,873 △ 7,873

有形固定資産等の増加 60,237 △ 60,237

有形固定資産等の減少 △ 58,816 58,816

貸付金・基金等の増加 143,290 △ 143,290

貸付金・基金等の減少 △ 136,839 136,839

資産評価差額 △ 24 △ 24

無償所管換等 6,930 6,930

その他 0 0 0

本年度純資産変動額 51,870 14,779 37,091

本年度末純資産残高 1,834,991 3,683,661 △ 1,848,670

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 933,948

業務費用支出 443,639
人件費支出 261,837
物件費等支出 160,241
支払利息支出 17,988
その他の支出 3,574

移転費用支出 490,309
補助金等支出 113,026
社会保障給付支出 290,442
他会計への繰出支出 84,993
その他の支出 1,848

業務収入 995,813
税収等収入 685,216
国県等補助金収入 225,311
使用料及び手数料収入 45,592
その他の収入 39,694

臨時支出 11
災害復旧事業費支出 11
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 61,853
【投資活動収支】

投資活動支出 202,836
公共施設等整備費支出 59,556
基金積立金支出 59,373
投資及び出資金支出 4,588
貸付金支出 23,938
その他の支出 55,381

投資活動収入 162,257
国県等補助金収入 25,166
基金取崩収入 40,371
貸付金元金回収収入 39,816
資産売却収入 1,460
その他の収入 55,443

投資活動収支 △ 40,580
【財務活動収支】

財務活動支出 162,321
地方債償還支出 160,833
その他の支出 1,488

財務活動収入 143,093
地方債発行収入 143,093
その他の収入 0

財務活動収支 △ 19,228
2,045
6,432
8,477

前年度末歳計外現金残高 6,459
本年度歳計外現金増減額 3,092
本年度末歳計外現金残高 9,550
本年度末現金預金残高 18,027

※表示単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合がある

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


