
（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

7,806,600

△ 18,665,699

1,477,255

4,875,574,088
-

4,875,574,088

242,439,561
832,200

2,490,799,105

3,180,822

5,010,422,724
2,279,329,485

資産合計 負債及び純資産合計 91,108,089,230

2,102,058,079
388,741,026

1,572,012

-

91,108,089,230

△ 6,026,894

純資産合計 54,182,479,675

443,654,336

756,310,550
-

756,310,550

269,967,850
1,781,223,869

△ 1,154,379,000

5,373,223,147
61,673,000
24,575,000
37,098,000

-
-

△ 21,434,895,169
-
-

526,023,613
△ 213,302,782
63,427,505,031

296,204,511 88,589,297,811
49,025,439,069 △ 34,407,818,136
6,450,140,526 1,000,000

- 645,317
- 負債合計 36,925,609,555
-

- -
- 151,817,241
- 187,006,924

△ 198,572,000 77,851,328
- 5,682,563
- -

26,502,895,304 11,883,433,018
△ 11,921,164,039 2,328,554,010

779,682,469 1,905,550,637

30,315,848,871 -
14,500,312,626 255,857,471

356,490,000 -

86,097,666,506 34,597,055,545
79,968,132,809 22,457,765,056

【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 22,076,844,694

15,890,753

21,399,009,031

191,938,855

548,086,096

-

12,954,973

75,144,261

59,253,508

752,979,924

-

2,394,622,515

202,949,071

1,780,589,495

985,685,638

794,903,857

10,943,708,184

360,845,863

6,277,601,160

3,824,790,836

213,358,979

2,223,598,115

15,853,230

906,349,761

266,698,731

16,236,123

623,414,907

13,541,279,770

3,053,496

【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

23,179,598,526

9,638,318,756

2,454,367,835

1,940,110,590

150,357,886



（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 90,064,121,953 △ 34,684,621,791 1,000,000

純行政コスト（△） △ 22,076,844,694

財源 21,901,322,783 -

税収等 12,877,609,931

国県等補助金 9,023,712,852

本年度差額 △ 175,521,911 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 276,794,600 276,794,600

有形固定資産等の増加 3,265,992,212 △ 3,265,992,212

有形固定資産等の減少 △ 3,991,971,675 3,991,971,675

貸付金・基金等の増加 1,589,984,166 △ 1,589,984,166

貸付金・基金等の減少 △ 1,140,799,303 1,140,799,303

資産評価差額 2,358,271

無償所管換等 △ 752,918,895

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 △ 18,525,937 △ 4,332,351 -

その他 △ 428,942,981 179,863,317

本年度純資産変動額 △ 1,474,824,142 276,803,655 -

本年度末純資産残高 88,589,297,811 △ 34,407,818,136 1,000,000

△ 249,079,664

△ 1,198,020,487

54,182,479,675

△ 752,918,895

△ 22,858,288

【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

2,358,271

55,380,500,162

△ 22,076,844,694

21,901,322,783

12,877,609,931

9,023,712,852

△ 175,521,911

-

-



（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 2,116,970,041

本年度末資金残高 2,119,232,251

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,532,097,465

-
1,927,236,655
1,927,236,655

-

544,200
1,201,627,059

22,283,245

1,923,249,268
1,923,249,268

925,077,968

1,350,648,725
-

576,000
12,008

4,442,893,244
3,091,656,511

2,279,329,485
160,097,234

△ 15,944,115
176,041,349

3,987,387
△ 1,999,593

△ 1,538,084,445

2,904,808,799
755,276,327

4,261,803

12,870,050,252
7,782,247,830
988,741,207
666,655,568
191,938,855

13,541,279,770
10,943,708,184
2,394,622,515
202,949,071

22,307,694,857

-
349,606,422

266,698,731

【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

20,933,264,959
7,391,985,189
2,425,715,329
4,076,180,390

191,938,855

623,390,739


