
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
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

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
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

繰延資産

51,491,065,255 11,298,264,887
49,671,382,871 9,179,847,998

【様式第１号】

連結貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

16,800,220,410 792,210,666
△ 9,274,121,631 1,349,973,877

986,182,863 988,205,900

11,865,171,108 7,809,661
3,414,968,457 1,317,203,562

512,797,100 1,193,000

- -
- 95,636,232
- 27,224,650

△ 587,728,091 27,527,459
- 17,276,331
- 137,108,791

12,852,000 53,963,160,279
36,931,753,466 △ 12,128,874,355

762,645,081 -

- 56,994,514
- 負債合計 12,648,238,764
-

△ 78,773,694,186
-
-

121,133,458
△ 30,115,294

114,821,797,407

89,972,350

28,771
-

28,771

29,987,000
2,050,793,149

△ 1,176,334,852

1,819,653,613
141,929,767
53,182,767
88,747,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 54,482,524,688

812,930,024
1,590,585,000

7,587

-

54,482,524,688

△ 4,897,742

純資産合計 41,834,285,924

76,140,000

△ 8,551,167

3,398,696

1,520,162,663
-

1,520,162,663

83,480,467
68,580,000

2,403,515,024

-

2,991,459,433
437,375,401



（単位：円）

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

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

13,106,071

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  平成30年4月1日
至  平成31年3月31日

科目 金額

10,932,752,354

5,901,977,478

1,602,707,479

1,366,848,987

95,636,232

2,778,619,573

127,116,189

4,119,954,926

1,156,133,238

384,130,601

2,522,339,679

57,351,408

179,315,073

61,810,494

14,070,433

103,434,146

5,030,774,876

2,249,156,135

2,999,168

641,198,083

262,710,265

378,487,818

10,372,113,076

44,218,518

10,291,554,271

81,321,752

27,087,007

-

16,390,660

44,240,614

22,096

124,799,419

-



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 54,077,506,535 △ 11,775,860,632 -

純行政コスト（△） △ 10,372,113,076

財源 8,617,639,705 -

税収等 5,474,064,826

国県等補助金 3,143,574,879

本年度差額 △ 1,754,473,371 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 363,457,467 363,457,467

有形固定資産等の増加 2,342,110,653 △ 2,342,110,653

有形固定資産等の減少 △ 2,621,965,607 2,621,965,607

貸付金・基金等の増加 458,164,553 △ 458,164,553

貸付金・基金等の減少 △ 541,767,066 541,767,066

資産評価差額 △ 40

無償所管換等 △ 131,835,344

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 128,219,415 70,730,556 -

その他 509,166,010 967,271,625

本年度純資産変動額 △ 114,346,256 △ 353,013,723 -

本年度末純資産残高 53,963,160,279 △ 12,128,874,355 -

△ 57,488,859

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日

科目 合計

△ 40

42,301,645,903

△ 10,372,113,076

8,617,639,705

5,474,064,826

3,143,574,879

△ 1,754,473,371

-

-

1,476,437,635

△ 467,359,979

41,834,285,924

△ 131,835,344



（単位：円）

【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
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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

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

12,951,580
511,387,696

61,810,494

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日

科目 金額

8,664,210,725
3,633,435,849
1,589,000,771
1,828,602,714

81,321,752

154,021,870
5,030,774,876
4,347,470,332

680,305,376
2,999,168

8,785,040,948
5,469,406,840
2,675,587,280

262,604,518
377,442,310
94,273,332

836,874,504
584,370,701

437,375,401
27,224,650

926,216
26,298,434

△ 150,510,482
17,563,888

△ 369,870,217

467,004,287
-

△ 2,699,279

537,944,587

54,434,471
888,901,036
761,200,000
127,701,036

68,580,000
22,097

20,814,950

1,039,411,518
984,977,047

377,587,240

183,673,803
250,000

68,580,000
-

前年度末資金残高 395,286,142

本年度末資金残高 410,150,751

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


