*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 ： 円

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）
（単位：円）
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
96,638,357,370
91,087,722,205
18,452,215,096
1,982,652,552
3,748,559,129
21,513,147,210
△ 13,705,264,221
5,224,609,421
△ 1,871,269,404
50,931,720
△ 280,476
1,509,129,165
71,179,277,380
479,019,962
186,601,168,931
△ 116,289,607,233
388,695,720
2,356,450,917
△ 900,221,188
182,081,009
182,081,009
5,368,554,156
72,480,800
46,360,000
26,120,800
0
△ 30,888,469
31,313,904
695,038,444
4,601,938,845
4,601,938,845
△ 1,329,368
7,490,102,868
1,424,848,086
11,101,460
7,690,000
6,046,834,795
3,694,286,443
2,352,548,352
△ 371,473
104,128,460,238

科目
【負債の部】
固定負債
地方債
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他
流動負債
1年内償還予定地方債
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】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産合計
負債及び純資産合計

金額
13,945,925,402
12,740,718,402
1,205,207,000
1,893,520,045
1,683,995,925
137,820,563
71,703,557
15,839,445,447
102,692,882,165
△ 14,403,867,374

88,289,014,791
104,128,460,238

*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 ： 円

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
（単位：円）
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

金額
11,379,433,378
9,162,901,780
1,907,770,554
1,620,797,344
137,820,563
62,938,000
86,214,647
7,164,075,776
1,820,331,982
846,936,455
4,496,807,339
91,055,450
80,075,602
1,700,841
9,279,007
2,216,531,598
1,016,457,212
378,898,813
812,996,750
8,178,823
659,408,236
346,711,880
312,696,356
△ 10,720,025,142
289,812,019
286,705,054
177,325
2,929,640
54,231,924
54,231,924
△ 10,955,605,237

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

*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 ： 円

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
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

合計
90,656,982,524
△ 10,955,605,237
8,544,366,809
6,551,699,969
1,992,666,840
△ 2,411,238,428

77,230,695
△ 33,960,000
△ 2,367,967,733
88,289,014,791

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

固定資産
等形成分
104,783,496,041

△ 2,133,884,571
3,298,154,709
△ 4,499,132,810
336,477,067
△ 1,269,383,537
77,230,695
△ 33,960,000
△ 2,090,613,876
102,692,882,165

余剰分
（不足分）
△ 14,126,513,517
△ 10,955,605,237
8,544,366,809
6,551,699,969
1,992,666,840
△ 2,411,238,428
2,133,884,571
△ 3,298,154,709
4,499,132,810
△ 336,477,067
1,269,383,537

△ 277,353,857
△ 14,403,867,374

*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 ： 円

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
6,817,459,637
4,600,928,039
1,844,394,164
2,667,268,437
80,075,602
9,189,836
2,216,531,598
1,016,457,212
378,898,813
812,996,750
8,178,823
8,395,974,366
6,541,552,743
1,195,029,140
347,250,003
312,142,480
286,705,054
286,705,054
128,002,000
1,419,811,675
3,593,928,840
3,298,154,709
285,994,131
9,780,000
1,956,376,435
669,635,700
1,214,232,400
16,128,265
56,380,070
△ 1,637,552,405
1,603,365,573
1,603,365,573
1,463,400,000
1,463,400,000
△ 139,965,573
△ 357,706,303
1,710,850,832
1,353,144,529
159,864,573
△ 88,161,016
71,703,557
1,424,848,086

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

