
（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

32,351,170

△ 12,628,283

28,982,348

1,447,244,529
-

1,447,244,529

286,215,070
14,309,130

1,562,222,448

1,389,117

4,082,471,841
2,193,621,945

資産合計 負債及び純資産合計 52,226,872,937

1,245,791,634
316,430,814

1,447,339

-

52,226,872,937

△ 4,326,439

純資産合計 38,995,515,424

177,844,876

12,434,636
11,183,276
1,251,360

219,114,932
1,263,526,070

△ 906,808,983

1,834,419,602
188,218,193

825,749
187,392,444

-
-

△ 33,493,417,362
-
-

69,483,141
△ 55,646,413

65,511,667,430

1,933,200 49,720,932,674
32,374,189,400 △ 10,817,417,250

122,987,672 92,000,000

- 11,524,465
1,500,000 負債合計 13,231,357,513

-

- -
- 197,611,785
- 136,611,586

△ 266,979,407 161,852,061
- -
- 74,690

20,298,049,204 296,203,814
△ 13,434,228,394 1,602,455,072

514,450,486 1,094,780,485

13,566,640,371 -
3,136,512,782 1,938,844,886
3,315,402,500 -

48,144,401,096 11,628,902,441
46,297,546,858 9,393,853,741

【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 20,478,399,485

132,671,565

18,492,062,877

2,098,323,190

7,626,508

-

13,058,475

132,671,565

-

2,119,008,173

-

953,892,429

20,425,244

1,898,991,760

936,532,217

962,459,543

10,689,482,131

441,328,540

4,932,695,094

2,399,807,109

595,045,165

1,708,746,414

229,096,406

438,440,164

82,678,221

13,854,635

341,907,308

11,663,799,804

-

【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

20,391,054,637

8,727,254,833

3,356,119,575

2,717,179,250

197,611,785



（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 49,654,640,836 △ 10,665,206,386 90,500,000

純行政コスト（△） △ 20,478,399,485

財源 20,395,547,567 -

税収等 10,868,262,474

国県等補助金 9,527,285,093

本年度差額 △ 82,851,918 -

固定資産等の変動（内部変動） 72,622,403 △ 72,622,403

有形固定資産等の増加 1,297,449,512 △ 1,297,449,512

有形固定資産等の減少 △ 1,776,198,277 1,776,198,277

貸付金・基金等の増加 726,616,521 △ 726,616,521

貸付金・基金等の減少 △ 175,245,353 175,245,353

資産評価差額 936

無償所管換等 △ 11,831,501

他団体出資等分の増加 1,500,000

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 2,420,944 △ 4,592,763 -

その他 7,920,944 7,856,220

本年度純資産変動額 66,291,838 △ 152,210,864 1,500,000

本年度末純資産残高 49,720,932,674 △ 10,817,417,250 92,000,000

△ 82,851,918

1,500,000

-

15,777,164

△ 84,419,026

38,995,515,424

△ 11,831,501

△ 7,013,707

【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

936

39,079,934,450

△ 20,478,399,485

20,395,547,567

10,868,262,474

9,527,285,093



（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 2,680,738,477

本年度末資金残高 2,063,444,862

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

909,038,962

59,407,951
818,706,000
770,951,000
47,755,000

7,621,980
-

9,458,946

1,156,884,270
1,097,476,319

98,396,994

679,556,274
-

2,280,000
-

1,888,233,498
1,206,397,224

2,193,621,945
130,177,083

△ 98,405,798
228,582,881

△ 338,178,270
△ 611,366,114

△ 1,182,226,806

706,006,692
590,528,772

△ 5,927,501

10,808,509,351
6,005,284,242

955,787,843
975,256,513

2,100,398,842

11,663,799,804
10,689,482,131

953,892,429
20,425,244

18,744,837,949

2,075,652
2,937,302,965

82,678,221

【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

18,672,703,110
7,008,903,306
3,351,156,918
3,225,932,454

2,098,323,190

349,135,713


