
（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

41,616,200

△ 25,868,514

168,044,272

5,774,202,345
-

5,774,202,345

259,296,152
6,392,700

3,973,827,555

216,356,104

6,359,106,837
1,956,884,164

資産合計 負債及び純資産合計 151,990,283,704

3,204,967,910
768,859,645

3,283,705

16,381,200

151,990,283,704

△ 8,621,711

純資産合計 130,708,720,480

285,692,023

70,090,128
69,934,844

155,284

12,416,400
2,577,339,527

△ 1,656,974,373

6,435,774,658
143,776,500

-
143,776,500

-
-

△ 277,325,342,363
-
-

2,297,781,506
△ 1,485,871,197
385,737,549,395

259,837,367 149,595,015,922
110,418,950,534 △ 18,909,045,442

1,182,416,793 22,750,000

△ 240,428 2,215,574
239,642 負債合計 21,281,563,224

-

- -
- 180,764,128

601,071 63,174,515

△ 1,331,655,518 287,831,741
- 2,514,799
- -

44,605,826,883 85,116,957
△ 24,709,029,394 2,394,079,744

1,699,432,310 1,857,578,987

27,769,615,193 492,042,814
6,316,309,980 2,359,748,636

928,293,280 -

145,614,795,667 18,887,483,480
139,108,930,881 15,950,575,073

【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 32,155,737,787

16,127,299

31,363,690,175

783,362,290

16,886,343

-

8,846,925

17,047,946

920,647

809,095,558

-

1,930,306,208

21,980,791

3,998,467,969

770,479,455

3,227,988,514

14,343,446,920

664,125,244

13,972,227,254

4,286,127,312

625,905,447

8,001,585,907

1,058,608,588

866,121,215

130,689,706

36,272,518

699,158,991

16,295,733,919

914,595

【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

35,362,158,144

19,066,424,225

4,228,075,756

3,382,079,789

180,956,128



（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 153,513,158,141 △ 17,419,152,834 -

純行政コスト（△） △ 32,155,737,787

財源 26,329,960,791 -

税収等 14,943,285,626

国県等補助金 11,386,675,165

本年度差額 △ 5,825,776,996 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,899,498,527 4,899,498,527

有形固定資産等の増加 3,722,967,282 △ 3,722,967,282

有形固定資産等の減少 △ 8,082,907,299 8,082,907,299

貸付金・基金等の増加 620,158,391 △ 620,158,391

貸付金・基金等の減少 △ 1,159,716,901 1,159,716,901

資産評価差額 -

無償所管換等 952,748,177

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 △ 616,334 △ 5,913,880 -

その他 29,224,465 △ 557,700,259 22,750,000

本年度純資産変動額 △ 3,918,142,219 △ 1,489,892,608 22,750,000

本年度末純資産残高 149,595,015,922 △ 18,909,045,442 22,750,000

△ 5,825,776,996

-

-

△ 505,725,794

△ 5,385,284,827

130,708,720,480

952,748,177

△ 6,530,214

【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

-

136,094,005,307

△ 32,155,737,787

26,329,960,791

14,943,285,626

11,386,675,165



（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 2,453,048,348

本年度末資金残高 1,920,983,553

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

△ 11,210,876

-
3,233,813,865
3,221,996,000

11,817,865

6,339,300
8,093,848

40,603,743

1,975,022,289
1,975,022,289

968,404,649

523,082,797
10,000,000

-
36,703,458

4,252,821,347
3,683,035,092

1,956,884,164
35,900,611
△ 803,348
36,703,959

1,258,791,576
△ 527,080,576

△ 1,774,661,276

2,478,160,071
1,454,718,531

△ 4,984,219

14,972,293,483
8,927,558,648

775,282,048
2,860,259,046

786,086,692

16,376,669,534
14,338,881,920
1,930,306,208

107,481,406
27,535,393,225

2,724,402
1,076,341,997

130,689,706

【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

27,836,859,406
11,460,189,872
4,628,988,103
6,159,016,465

783,362,290

541,495,598


