
（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

38,609,085,457 14,483,571,143
34,733,798,939 10,047,815,792

【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

23,006,274,248 2,760,505,366
△ 13,809,969,110 1,449,816,348

562,789,154 1,096,394,381

18,961,957,513 -
6,681,483,934 1,675,249,985
2,818,212,110 -

- 8,881
- 141,950,512
- 34,030,808

△ 331,077,507 97,096,458
- 12,242,472
- 30,000

34,244,684 41,135,003,719
14,999,581,991 △ 14,559,522,048

354,705,717 -

- 68,062,836
- 負債合計 15,933,387,491
-

△ 14,796,675,777
-
-

786,741,185
△ 410,728,816
29,035,428,389

53,428,976

25,337,068
24,034,311
1,302,757

30,111,293
4,444,332,715

△ 3,672,073,280

3,849,949,450
40,899,185
1,335,306

39,563,879
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 42,508,869,162

2,523,553,640
384,622

5,667,364

-

42,508,869,162

△ 2,103,059

純資産合計 26,575,481,671

3,020,000

△ 2,898,701

40,328,203

3,441,146,914
-

3,441,146,914

203,335,630
1,980,000

2,523,938,262

314,353,076

3,899,783,705
1,126,637,305



（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

1,441,019

【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

13,100,454,776

7,453,429,392

2,193,452,617

1,863,303,941

143,945,512

5,141,362,346

184,762,145

4,837,308,751

2,677,196,297

173,617,989

1,382,194,330

604,300,135

422,668,024

99,618,974

3,257,043

319,792,007

5,647,025,384

495,272,333

10,390,705

3,783,655,949

532,362,272

3,251,293,677

9,781,353,105

37,062,364

9,316,798,827

235,905,861

197,016,597

-

69,500,817

37,868,997

806,633

502,423,275

-



（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 40,048,929,445 △ 14,990,060,207 7,665,640

純行政コスト（△） △ 9,781,353,105

財源 9,714,087,609 -

税収等 6,312,885,971

国県等補助金 3,401,201,638

本年度差額 △ 67,265,496 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 525,438,108 525,438,108

有形固定資産等の増加 1,211,158,881 △ 1,211,158,881

有形固定資産等の減少 △ 1,792,587,786 1,792,587,786

貸付金・基金等の増加 435,256,476 △ 435,256,476

貸付金・基金等の減少 △ 379,265,679 379,265,679

資産評価差額 △ 20,094

無償所管換等 △ 97,861,375

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 1,656,052,729 28,596,296 △ 7,665,640

その他 65,801,893 △ 68,691,520

本年度純資産変動額 1,098,535,045 418,077,388 △ 7,665,640

本年度末純資産残高 41,147,464,490 △ 14,571,982,819 -

1,676,983,385

【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

△ 20,094

25,066,534,878

△ 9,781,353,105

9,714,087,609

6,312,885,971

3,401,201,638

△ 67,265,496

-

-

△ 2,889,627

1,508,946,793

26,575,481,671

△ 97,861,375



（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

73,496,504
273,514,080

99,618,974

【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

11,865,227,353
6,218,201,969
2,184,428,693
3,512,536,226

235,905,861

421,618,076
5,647,025,384
5,141,362,346

495,272,333
10,390,705

12,824,354,782
6,303,965,810
3,055,118,520

532,667,187
2,932,603,265

309,402,365

1,360,355,617
907,182,761

1,126,637,305
29,777,087
11,268,713
18,508,374

△ 72,412,433
△ 37,197,387

△ 888,024,098

472,331,519
110,389,295

46,097,804

923,239,144

68,628,168
1,051,516,000
1,045,716,000

5,800,000

1,980,000
73,515

65,801,889

1,123,928,433
1,055,300,265

294,086,820

416,341,052
457,772

-
36,374,032

前年度末資金残高 1,087,959,801

本年度末資金残高 1,096,860,218

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


