
（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

181,352,000

△ 29,169,622

1,025,355

2,980,323,307
-

2,980,323,307

223,679,639
28,586,000

3,579,108,845

-

5,525,942,487
1,616,233,944

資産合計 負債及び純資産合計 80,893,886,770

3,024,288,523
554,820,322

89,878,668

-

80,893,886,770

△ 12,569,964

純資産合計 51,825,831,723

588,486,959

61,718,447
48,670,487
13,047,960

474,354,840
4,691,543,132

△ 3,197,852,424

3,873,722,644
152,730,000

-
152,730,000

-
-

△ 52,540,163,851
-
-

496,764,182
△ 244,798,867
86,541,908,106

249,728,975 78,975,639,128
36,106,666,049 △ 27,149,807,405
1,378,601,639 -

- -
- 負債合計 29,068,055,047
-

- -
- 245,034,018
- 41,560,693

△ 1,114,387,691 60,095,122
- -
- -

31,314,354,775 1,277,409,323
△ 17,110,659,292 2,884,878,296

1,721,861,023 2,538,188,463

33,832,146,435 -
17,315,386,244 552,232,624
1,455,862,401 9,151,000

75,367,944,283 26,183,176,751
71,432,503,192 24,344,383,804

【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 28,798,655,271

19,111,701

27,953,957,206

605,558,983

254,399,706

-

3,851,113

19,111,737

36

863,809,802

-

2,804,186,401

4,625,346

1,530,725,513

809,319,708

721,405,805

16,826,403,720

175,157,357

5,772,659,555

2,964,890,820

618,340,416

2,189,427,180

1,139

828,197,663

205,562,652

14,579,305

608,055,706

19,635,215,467

11,915,337

【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

29,484,682,719

9,849,467,252

3,248,610,034

2,816,796,385

244,740,955



（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 79,472,757,077 △ 27,349,537,690 -

純行政コスト（△） △ 28,798,655,271

財源 28,381,135,534 -

税収等 16,481,546,288

国県等補助金 11,899,589,246

本年度差額 △ 417,519,737 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 635,583,087 635,583,087

有形固定資産等の増加 2,309,273,673 △ 2,309,273,673

有形固定資産等の減少 △ 2,849,355,752 2,849,355,752

貸付金・基金等の増加 792,220,287 △ 792,220,287

貸付金・基金等の減少 △ 887,721,295 887,721,295

資産評価差額 -

無償所管換等 107,898,174

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 △ 28,477,748 122,634 -

その他 59,044,712 △ 18,455,699

本年度純資産変動額 △ 497,117,949 199,730,285 -

本年度末純資産残高 78,975,639,128 △ 27,149,807,405 -

△ 417,519,737

-

-

40,589,013

△ 297,387,664

51,825,831,723

107,898,174

△ 28,355,114

【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

-

52,123,219,387

△ 28,798,655,271

28,381,135,534

16,481,546,288

11,899,589,246



（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 1,898,213,962

本年度末資金残高 1,574,673,251

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

946,878,871

-
2,466,173,000
2,439,342,000

26,831,000

28,649,000
-

28,741,352

2,508,956,123
2,508,956,123

637,729,830

599,058,974
-
-
-

2,470,586,033
1,871,527,059

1,616,233,944
41,560,693
△ 707,863
42,268,556

△ 42,783,123
△ 318,582,603

△ 1,222,678,351

1,247,907,682
552,787,500

△ 4,958,108

16,399,266,640
10,829,288,632

813,446,159
338,944,133
606,235,269

19,635,215,467
16,826,403,720
2,804,186,401

4,625,346
28,380,945,564

676,286
466,262,114

205,562,652

【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

27,294,093,538
7,658,878,071
3,218,943,882
3,615,462,637

605,558,983

618,908,900


