
（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

23,926,682,812 17,260,151,694
19,222,177,555 15,774,175,674

【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

19,941,676,225 17,476,811
△ 13,840,823,822 1,835,404,087

3,918,237,759 1,683,803,880

11,412,258,763 -
1,715,035,731 1,468,499,209
1,312,775,500 -

- -
- 111,514,263
- 23,496,569

△ 2,027,755,388 2,928,642
25,102,142 1,013,520

△ 24,479,512 -

392,490,128 25,550,320,280
7,526,608,832 △ 17,661,233,380

252,404,911 -

- 12,647,213
- 負債合計 19,095,555,781
-

△ 21,083,312,415
-
-

202,998,402
△ 81,820,064

27,483,641,298

38,197,754

17,017,337
16,917,483

99,854

752,696,700
1,458,148,090

△ 1,174,838,130

4,687,487,920
119,099,000

684,000
118,415,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 26,984,642,681

923,637,468
700,000,000

270,175

-

26,984,642,681

△ 1,439,698

純資産合計 7,889,086,900

-

△ 2,748,795

326,241

4,532,936,885
-

4,532,936,885

25,655,276
-

1,623,637,468

3,076

3,057,959,869
1,409,510,407



（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

408,205,823

【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

14,447,168,536

6,338,070,885

2,195,888,914

1,555,817,256

111,514,263

4,624,260,812

120,351,572

3,851,412,691

2,410,053,459

614,503,216

823,118,549

3,737,467

290,769,280

108,172,638

1,266,512

181,330,130

8,109,097,651

3,414,424,488

70,412,351

1,178,264,086

391,675,129

786,588,957

13,512,836,057

16,575,914

13,268,904,450

159,610,985

100,460,001

-

463,440

16,602,819

26,905

260,534,426

-



（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 23,951,935,679 △ 16,914,703,807 -

純行政コスト（△） △ 13,512,836,057

財源 13,900,087,703 -

税収等 8,660,953,772

国県等補助金 5,239,133,931

本年度差額 387,251,646 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,393,667,373 △ 1,393,667,373

有形固定資産等の増加 2,683,810,763 △ 2,683,810,763

有形固定資産等の減少 △ 823,118,550 823,118,550

貸付金・基金等の増加 191,856,925 △ 191,856,925

貸付金・基金等の減少 △ 658,881,765 658,881,765

資産評価差額 △ 2,552,152

無償所管換等 210,576,858

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 △ 233,379 9,351 -

その他 △ 3,074,099 259,876,803

本年度純資産変動額 1,598,384,601 △ 746,529,573 -

本年度末純資産残高 25,550,320,280 △ 17,661,233,380 -

△ 224,028

【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

△ 2,552,152

7,037,231,872

△ 13,512,836,057

13,900,087,703

8,660,953,772

5,239,133,931

387,251,646

-

-

256,802,704

851,855,028

7,889,086,900

210,576,858



（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

-
800,955,211

108,172,638

【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

13,310,261,619
5,201,163,968
1,782,558,836
3,129,295,137

159,610,985

181,137,357
8,109,097,651
6,554,494,146
1,484,191,154

70,412,351
13,311,531,627
8,562,183,487
3,574,136,791

391,039,261
784,172,088
159,610,985

2,810,107,399
2,683,623,275

1,409,510,407
23,418,564
2,172,609

21,245,955

595,668,941
18,199,468

△ 1,220,083,707

1,590,023,692
868,422,091

△ 412,813

642,614,234

10,817,940
2,206,050,765
2,200,000,000

6,050,765

-
26,905

93,048,254

1,610,381,824
1,599,563,884

628,526,442

126,484,124
-
-
-

前年度末資金残高 1,368,305,188

本年度末資金残高 1,386,091,843

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


