
（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

10,660,749

△ 3,426,184

213,245,337

3,053,956,409
-

3,053,956,409

92,675,184
6,790,624

3,854,830,175

7,954,803

5,319,555,852
1,148,560,307

資産合計 負債及び純資産合計 47,455,380,738

2,706,576,822
1,148,253,353

5,526,162

-

47,455,380,738

△ 2,071,937

純資産合計 27,152,546,088

79,262,119

29,751,456
28,719,742
1,031,714

64,309,463
1,213,356,500

△ 828,303,967

3,275,233,180
126,825,284

5,493,000
121,332,284

-
-

△ 23,454,287,000
-
-

1,043,571,582
△ 491,764,220
40,436,194,294

4,554,498,355 45,997,445,685
19,073,385,674 △ 18,844,899,597
1,475,361,555 -

- 6,444,382
3,567,616 負債合計 20,302,834,650

△ 1,607,209

- -
- 136,200,482
- 54,130,890

△ 3,752,153,112 69,051,783
- 5,812,921
- 77,289

24,527,490,151 89,365,250
△ 15,149,658,097 1,900,023,868

5,299,713,716 1,628,306,121

19,372,402,043 8,030,173
3,890,550,623 1,274,887,170

- -

42,135,824,886 18,402,810,782
38,830,840,250 17,030,528,189

【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



（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 13,249,226,747

1,103,788

13,130,061,268

120,632,213

21,304

-

195,231

1,683,269

579,481

120,848,748

-

1,090,352,668

22,115,617

1,633,734,401

869,243,745

764,490,656

6,672,670,587

424,897,154

4,310,012,734

2,507,269,571

219,508,716

1,583,234,447

-

406,317,945

213,777,289

14,089,552

178,451,104

7,785,138,872

2,606,528

【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

14,763,795,669

6,978,656,797

2,262,326,118

1,708,368,245

126,454,191



（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 44,519,544,059 △ 18,328,014,860 -

純行政コスト（△） △ 13,249,226,747

財源 13,940,658,655 -

税収等 8,755,582,927

国県等補助金 5,185,075,728

本年度差額 691,431,908 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,392,175,696 △ 3,392,175,696

有形固定資産等の増加 4,954,573,212 △ 4,954,573,212

有形固定資産等の減少 △ 1,582,925,175 1,582,925,175

貸付金・基金等の増加 592,926,862 △ 592,926,862

貸付金・基金等の減少 △ 572,399,203 572,399,203

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 2,110,357

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 △ 135,886,581 121,339,581 -

その他 △ 1,776,277,132 2,062,519,470

本年度純資産変動額 1,477,901,626 △ 516,884,737 -

本年度末純資産残高 45,997,445,685 △ 18,844,899,597 -

691,431,908

-

-

286,242,338

961,016,889

27,152,546,088

△ 2,110,357

△ 14,547,000

【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

-

26,191,529,199

△ 13,249,226,747

13,940,658,655

8,755,582,927

5,185,075,728



（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

前年度末資金残高 1,244,912,246

本年度末資金残高 1,100,467,486

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,649,907,887

12,353,101
2,517,637,890
2,471,363,420

46,274,470

18,553,292
248,906

△ 1,164,220

2,253,294,102
2,240,941,001

490,993,480

166,824,994
-

10,000,000
4,217,206

3,082,655,233
2,901,613,033

1,148,560,307
48,092,821
18,333,944
29,758,877

264,343,788
△ 144,080,083

△ 2,058,331,758

1,024,323,475
515,692,017

△ 364,677

8,706,341,793
4,222,893,800

894,013,104
685,894,125
593,431,624

7,784,724,174
6,672,670,587
1,090,352,668

21,700,919
14,509,142,822

472,799,411
975,951,740

213,777,289

【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

13,241,755,051
5,457,030,877
2,276,562,008
2,789,426,211

120,632,213

177,265,369


