
（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

-

△ 1,977,511

27,701,147

6,950,977,050
-

6,950,977,050

691,604,466
-

5,982,317,734

113,916,564

9,730,729,214
3,030,810,243

資産合計 負債及び純資産合計 74,182,872,666

2,584,868,677
3,397,449,057

102,217

-

74,182,872,666

△ 1,806,593

純資産合計 47,168,912,235

21,654,366

142,455,433
126,772,865
15,682,568

717,104,160
8,879,138,146

△ 7,709,531,877

7,441,262,469
356,692,000

8,400,000
121,137,000
227,155,000

-

△ 33,730,947,380
-
-

1,840,780,522
△ 880,982,448
53,587,722,383

570,127,667 70,434,461,186
22,040,591,823 △ 23,265,548,951

506,914,586 -

- 1,576,086
- 負債合計 27,013,960,431
-

- -
- 229,175,985
- 1,407,191,408

△ 246,813,225 243,625,068
- -
- 1,099

31,617,623,708 2,110,213,801
△ 17,138,585,393 3,872,069,568

536,615,673 1,990,499,922

33,658,227,458 95,279,000
17,215,292,327 1,640,481,766
1,103,966,701 -

64,452,143,452 23,141,890,863
56,868,425,550 19,295,916,296

【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 19,543,765,230

1,490,232

19,278,272,585

238,306,293

28,258,324

-

418,260

1,490,232

-

266,982,877

-

1,077,053,543

20,662,661

3,569,354,164

1,494,647,375

2,074,706,789

11,205,418,831

418,541,970

5,560,345,305

3,520,789,704

221,356,487

1,816,586,172

1,612,942

1,045,587,739

133,423,348

6,413,446

905,750,945

12,303,135,035

534,281

【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

22,847,626,749

10,544,491,714

3,938,558,670

3,335,058,434

184,423,985



（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 69,194,177,783 △ 23,394,795,725 -

純行政コスト（△） △ 19,543,765,230

財源 19,912,554,083 -

税収等 11,645,966,627

国県等補助金 8,266,587,456

本年度差額 368,788,853 -

固定資産等の変動（内部変動） 185,842,292 △ 185,842,292

有形固定資産等の増加 3,033,269,209 △ 3,033,269,209

有形固定資産等の減少 △ 1,912,198,689 1,912,198,689

貸付金・基金等の増加 419,542,699 △ 419,542,699

貸付金・基金等の減少 △ 1,354,770,927 1,354,770,927

資産評価差額 1,023,210,298

無償所管換等 -

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 △ 27,144,792 4,801,818 -

その他 58,375,605 △ 58,501,605

本年度純資産変動額 1,240,283,403 129,246,774 -

本年度末純資産残高 70,434,461,186 △ 23,265,548,951 -

368,788,853

-

-

△ 126,000

1,369,530,177

47,168,912,235

-

△ 22,342,974

【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

1,023,210,298

45,799,382,058

△ 19,543,765,230

19,912,554,083

11,645,966,627

8,266,587,456



（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 1,519,848,349

本年度末資金残高 1,629,507,441

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,062,019,673

2,327
2,388,769,905
2,349,900,000

38,869,905

-
-

67,090,681

2,048,076,706
2,048,074,379

1,220,460,493

352,409,857
4,423,173

-
5,429,160

3,327,335,004
2,965,072,814

3,030,810,243
1,401,302,802

186,575,391
1,214,727,411

340,693,199
109,655,630

△ 1,293,057,242

2,034,277,762
746,726,588

3,462

11,506,968,140
6,877,840,691
1,985,340,793
1,377,936,809

238,432,293

12,354,656,038
11,205,418,831
1,077,053,543

72,183,664
21,748,086,433

126,000
662,396,178

136,631,685

【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

21,110,030,645
8,755,374,607
4,446,740,882
3,515,601,636

238,306,293

656,400,404


