
（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

-

△ 10,872,842

53,200

4,628,324,952
-

4,628,324,952

38,710,756
-

2,705,427,460

-

3,663,178,137
922,868,887

資産合計 負債及び純資産合計 47,584,029,591

1,229,589,460
1,475,838,000

545

-

47,584,029,591

△ 3,882,711

純資産合計 40,091,914,455

169,321,506

1,944,432
1,944,432

-

18,822,240
1,434,204,748

△ 1,133,250,786

4,995,797,662
209,024,046
13,165,546

195,858,500
-
-

△ 80,788,890,399
-
-

19,177,354
△ 9,255,930

108,434,040,489

90,261,120 46,626,278,914
27,914,006,122 △ 6,534,364,459

240,112,368 -

- -
- 負債合計 7,492,115,136
-

- -
- 86,281,252
- 40,831,974

△ 644,733,057 3,066,021
- 2,699,844
- -

15,412,407,681 -
△ 8,443,710,760 953,761,244

873,420,386 820,882,153

10,708,149,276 -
2,135,412,706 461,497,538
1,285,091,200 -

43,920,851,454 6,538,353,892
38,923,109,360 6,076,856,354

【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 11,051,687,078

1,763,636

10,901,304,391

86,571,012

73,019,266

-

5,237,251

14,444,842

12,681,206

164,827,529

-

478,033,142

5,202,759

1,124,448,909

611,030,435

513,418,474

5,956,770,994

105,526,233

3,900,318,479

1,956,108,202

88,794,540

1,854,971,115

444,622

210,944,129

43,412,512

8,128,233

159,403,384

6,440,006,895

2,030,124

【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

12,025,753,300

5,585,746,405

1,474,483,797

1,288,790,320

78,137,120



（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 47,852,834,325 △ 6,934,226,330 -

純行政コスト（△） △ 11,051,687,078

財源 10,183,101,805 -

税収等 6,362,309,916

国県等補助金 3,820,791,889

本年度差額 △ 868,585,273 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,210,989,492 1,210,989,492

有形固定資産等の増加 893,044,616 △ 893,044,616

有形固定資産等の減少 △ 1,962,358,408 1,962,358,408

貸付金・基金等の増加 857,425,976 △ 857,425,976

貸付金・基金等の減少 △ 999,101,676 999,101,676

資産評価差額 △ 943,158

無償所管換等 13,211,560

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 △ 25,185,722 40,595,801 -

その他 △ 2,648,597 16,861,849

本年度純資産変動額 △ 1,226,555,409 399,861,869 -

本年度末純資産残高 46,626,278,916 △ 6,534,364,461 -

△ 868,585,273

-

-

14,213,252

△ 826,693,540

40,091,914,455

13,211,560

15,410,079

【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

△ 943,158

40,918,607,995

△ 11,051,687,078

10,183,101,805

6,362,309,916

3,820,791,889



（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 890,628,475

本年度末資金残高 882,355,653

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

677,329,592

-
529,579,200
529,579,200

-

-
12,681,206

-

803,684,289
803,684,289

972,456,686

820,695,283
-
-
-

1,639,534,523
818,839,240

922,868,887
40,513,234
9,070,802

31,442,432

△ 274,105,089
△ 8,814,128

△ 412,038,631

1,227,495,892
242,358,000

541,306

6,356,758,677
3,455,834,691

610,137,222
376,499,434
86,571,012

6,440,006,895
5,956,770,994

478,033,142
5,202,759

10,799,230,024

-
124,362,834

43,412,512

【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

10,159,692,254
3,719,685,359
1,471,523,723
2,045,348,489

86,571,012

159,400,635


