
（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

33,224,601,560 10,428,140,457
31,468,850,889 8,797,457,841

【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

12,025,826,866 754,240,370
△ 6,359,509,999 984,511,468

485,109,460 698,811,212

14,140,057,081 239,099,000
8,269,806,559 637,343,246

- -

- -
- 77,120,926
- 41,646,579

△ 294,740,605 132,792,140
- 2,298,756
- 333,889

13,564,800 35,330,473,880
16,989,205,121 △ 9,800,049,425
2,120,000,043 -

- 31,507,966
- 負債合計 11,412,651,925
-

△ 15,899,214,392
79,993

△ 67,777

297,171,505
△ 161,264,796
30,465,775,774

181,173,555

421,709,835
164,484,156
257,225,679

166,724,771
1,288,505,194

△ 948,916,507

1,334,040,836
55,084,786
16,953,249
38,131,537

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 36,943,076,380

1,868,569,320
237,231,000

24,554,480

-

36,943,076,380

△ 10,011,769

純資産合計 25,530,424,455

15,144,314

△ 18,632,152

5,864,995

1,091,001,213
-

1,091,001,213

125,306,143
72,000

2,105,800,320

10,269,120

3,718,474,820
1,466,888,651



（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

1,809,251

【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

10,441,745,675

4,555,454,192

1,238,951,766

1,023,200,748

76,139,601

4,541,180,770

137,802,166

3,044,580,967

1,905,550,906

198,965,373

940,116,469

△ 51,781

271,921,459

117,201,283

38,882,881

115,837,295

5,886,291,483

1,321,654,013

23,456,700

1,272,238,555

828,436,318

443,802,237

9,345,913,232

466,831

9,169,507,120

18,864,360

152,136,522

-

6,636,060

1,230,830

763,999

177,636,942

-



（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 34,670,414,134 △ 9,332,836,617 -

純行政コスト（△） △ 9,345,913,232

財源 9,363,344,476 -

税収等 5,913,962,350

国県等補助金 3,449,382,126

本年度差額 17,431,244 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,918,051,605 △ 2,918,051,605

有形固定資産等の増加 4,026,861,081 △ 4,026,861,081

有形固定資産等の減少 △ 1,296,849,587 1,296,849,587

貸付金・基金等の増加 572,144,861 △ 572,144,861

貸付金・基金等の減少 △ 384,104,750 384,104,750

資産評価差額 -

無償所管換等 10,381,957

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 323,629 732,044 -

その他 △ 2,268,697,445 2,432,675,509

本年度純資産変動額 660,059,746 △ 467,212,808 -

本年度末純資産残高 35,330,473,880 △ 9,800,049,425 -

1,055,673

【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

-

25,337,577,517

△ 9,345,913,232

9,363,344,476

5,913,962,350

3,449,382,126

17,431,244

-

-

163,978,064

192,846,938

25,530,424,455

10,381,957



（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

1,494,614
72,822,731

116,579,013

【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

9,490,806,596
3,604,515,113
1,235,465,852
2,104,128,660

18,864,360

148,341,588
5,886,291,483
4,541,180,770
1,321,654,013

23,456,700
10,559,008,040
5,879,777,133
3,300,311,129

866,284,115
512,635,663
20,358,974

1,289,481,868
836,768,610

1,466,888,651
31,630,149

△ 1,935,299
33,565,448

△ 27,024,443
264,144,848

△ 829,495,910

459,985,958
104,285,743

765,004

1,120,665,201

192,965,269
843,356,128
357,267,242
486,088,886

-
58,909,457

802,762

870,380,571
677,415,302

295,987,996

448,504,763
-
-

4,208,495

前年度末資金残高 1,170,348,650

本年度末資金残高 1,435,258,502

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


