
（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

52,067,654

△ 9,455,991

23,847,641

3,447,287,340
-

3,447,287,340

115,834,355
-

4,069,605,177

66,206,690

6,106,468,360
1,796,681,336

資産合計 負債及び純資産合計 41,329,837,140

3,364,507,149
705,098,028

103,872,183

-

41,329,837,140

△ 3,372,332

純資産合計 18,182,997,380

139,883,830

359,238,996
44,806,486

314,432,510

210,002,317
3,094,972,286

△ 2,229,441,634

3,777,925,426
81,935,903
20,581,791
61,354,112

-
-

△ 17,984,091,800
97,114

△ 82,284

298,348,862
△ 161,913,169
31,659,394,085

52,269,000 39,292,973,957
14,620,230,292 △ 21,109,976,577

598,475,167 -

- 18,816,626
- 負債合計 23,146,839,760
-

- 1,424,000
- 159,137,325
- 60,782,968

△ 1,360,297,661 403,706,814
- 25,256,594
- 85,718

18,809,761,914 822,538,101
△ 10,626,142,722 2,317,799,375

1,682,760,832 1,648,589,330

15,600,443,414 4,692,042,870
6,209,178,425 1,826,220,078
832,913,626 -

35,223,368,780 20,829,040,385
31,086,204,358 13,488,239,336

【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 14,056,258,506

11,368,268

13,136,307,789

856,274,691

8,969,486

-

68,743,142

14,036,602

2,668,334

933,987,319

-

824,413,652

25,791,346

2,375,977,679

529,705,377

1,846,272,302

8,516,789,007

219,551,179

3,256,452,958

1,711,851,260

315,478,425

1,141,813,584

87,309,689

631,843,323

114,316,274

6,543,654

510,983,395

9,366,994,005

2,196,489

【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

15,512,285,468

6,145,291,463

2,256,995,182

1,882,994,964

152,252,550



（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 40,361,258,433 △ 22,611,855,853 -

純行政コスト（△） △ 14,056,258,506

財源 14,569,117,973 -

税収等 9,219,399,289

国県等補助金 5,349,718,684

本年度差額 512,859,467 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,117,151,292 △ 3,117,151,292

有形固定資産等の増加 5,010,073,322 △ 5,010,073,322

有形固定資産等の減少 △ 1,272,693,484 1,272,693,484

貸付金・基金等の増加 316,675,704 △ 316,675,704

貸付金・基金等の減少 △ 936,904,250 936,904,250

資産評価差額 -

無償所管換等 19,951,542

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 △ 2,024,476 826,150 -

その他 △ 4,203,362,834 4,105,344,951

本年度純資産変動額 △ 1,068,284,476 1,501,879,276 -

本年度末純資産残高 39,292,973,957 △ 21,109,976,577 -

512,859,467

-

-

△ 98,017,883

433,594,800

18,182,997,380

19,951,542

△ 1,198,326

【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

-

17,749,402,580

△ 14,056,258,506

14,569,117,973

9,219,399,289

5,349,718,684



（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 1,025,818,227

本年度末資金残高 1,748,376,658

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,278,641,919

305,693,546
2,036,946,365
1,446,818,763
590,127,602

2,774,000
3,223,139
6,757,583

1,891,010,052
1,585,316,506

794,461,543

213,835,207
-

3,360,000
9,860,160

1,782,312,078
1,555,256,711

1,796,681,336
48,304,678
41,321,269
6,983,409

145,936,313
725,452,580

△ 699,125,652

1,083,186,426
275,970,161

△ 2,894,149

9,241,510,807
5,071,500,399
576,275,128

1,619,106,781
858,119,801

9,366,949,767
8,516,744,769
824,413,652
25,791,346

16,508,393,115

1,845,110
46,875,847

113,560,817

【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

14,418,507,242
5,051,557,475
2,253,390,443
2,130,943,304

856,274,691

553,662,911


