
（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

45,092,688,869 9,260,647,412
42,485,531,190 6,424,070,394

【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

19,988,879,068 1,434,296,460
△ 10,953,108,114 1,118,692,215

1,783,729,901 679,949,713

16,706,617,298 -
6,941,245,658 1,402,280,558

47,674,900 -

- -
- 111,593,061
- 118,632,024

△ 1,103,247,949 196,811,868
11,154,028 803,852

△ 10,910,194 -

1,200,000 46,191,717,000
24,777,037,761 △ 8,514,176,370
1,040,914,746 -

- 10,901,697
- 負債合計 10,379,339,627
-

△ 22,541,037,747
-
-

648,747,450
△ 165,592,238
45,759,836,955

78,460,215

15,397,464
10,072,074
5,325,390

34,168,595
2,916,093,052

△ 1,914,216,921

2,591,760,215
39,446,764
16,924,939
22,521,825

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 48,056,880,257

942,117,829
76,992,146

166,766,576

-

48,056,880,257

△ 6,585,262

純資産合計 37,677,540,630

164,428,580

△ 10,417,771

3,071,302

2,319,304,927
-

2,319,304,927

65,088,683
8,143,637

1,019,109,975

537,500

2,964,191,388
1,708,596,477



（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

12,838,013

【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

14,800,743,518

6,544,600,263

1,579,632,063

1,266,359,624

110,806,569

7,260,467,122

189,627,857

4,506,272,133

1,422,571,739

288,370,491

1,460,358,097

1,334,971,806

458,696,067

59,623,693

24,494,072

374,578,302

8,256,143,255

959,258,587

36,417,546

2,207,098,828

434,181,408

1,772,917,420

12,699,600,393

7,607,817

12,593,644,690

83,880,876

17,091,616

-

23,309,780

18,326,569

10,718,752

124,282,272

-



（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 46,611,877,092 △ 8,879,246,912 -

純行政コスト（△） △ 12,699,600,393

財源 12,851,670,155 -

税収等 6,991,361,377

国県等補助金 5,860,308,778

本年度差額 152,069,762 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 214,668,709 214,668,709

有形固定資産等の増加 1,339,652,900 △ 1,339,652,900

有形固定資産等の減少 △ 1,446,539,558 1,446,539,558

貸付金・基金等の増加 2,344,654,531 △ 2,344,654,531

貸付金・基金等の減少 △ 2,452,436,582 2,452,436,582

資産評価差額 △ 16,636,155

無償所管換等 46,785,305

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 △ 178,264,055 118,639,058 -

その他 △ 57,376,478 △ 120,306,987

本年度純資産変動額 △ 420,160,092 365,070,542 -

本年度末純資産残高 46,191,717,000 △ 8,514,176,370 -

152,069,762

-

-

37,732,630,180

△ 12,699,600,393

12,851,670,155

6,991,361,377

5,860,308,778

【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

△ 177,683,465

△ 55,089,550

37,677,540,630

46,785,305

△ 59,624,997

△ 16,636,155



（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

194,222,456
1,048,433,700

59,623,693

【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

13,351,346,239
5,095,522,984
1,577,737,013
3,075,031,523

83,880,876

383,130,755
8,255,823,255
7,260,147,122

959,258,587
36,417,546

13,400,269,569
6,912,194,643
4,376,483,472

443,453,376
1,668,138,078

278,103,332

3,589,247,866
1,289,713,369

1,708,596,477
116,684,119

△ 8,997,397
125,681,516

△ 186,163,685
△ 258,693,180

△ 891,783,193

2,697,464,673
441,145,469

△ 29,456,112

819,253,698

476,489
562,392,000
422,392,000
140,000,000

52,080,760
10,818,752
1,906,605

748,555,685
748,079,196

2,191,513,087

2,233,625,635
389,391

49,089,437
16,430,034

前年度末資金残高 1,880,061,650

本年度末資金残高 1,591,912,358

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


