
（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

27,924,664,044 10,349,191,496
27,442,650,957 9,189,671,943

【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

8,858,732,327 374,361,517
△ 5,472,373,293 1,617,669,914

639,557,080 629,145,054

6,086,507,514 578,805
2,573,643,476 784,579,231

- -

- -
- 70,374,038
- 730,117,883

△ 513,970,076 102,966,949
- -
- 1,177,770

918,000 29,171,748,159
21,089,278,811 △ 10,202,688,461
1,608,913,950 -

- 83,888,220
- 負債合計 11,966,861,410
-

△ 10,891,820,810
-
-

2,985,275,589
△ 937,806,316
28,260,790,363

59,859,300

69,666,479
26,091,047
43,575,432

63,926,035
1,041,485,186

△ 774,620,554

412,346,608
11,962,706
4,422,706

△ 678,440,000
685,980,000

-

資産合計 負債及び純資産合計 30,935,921,108

1,246,556,776
527,339

38,361

-

30,935,921,108

△ 3,639,187

純資産合計 18,969,059,698

8,674,642

△ 2,487,146

4,441,693

313,278,613
-

313,278,613

193,652,347
-

1,247,084,115

21,058,493

3,011,257,064
1,569,679,735



（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

2,421,709

【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

6,591,396,074

3,522,420,945

1,225,255,410

1,040,376,785

52,320,610

1,719,401,287

130,136,306

2,072,338,153

1,103,567,271

65,812,485

882,786,829

20,171,568

224,827,382

116,919,231

2,554,274

105,353,877

3,068,975,129

1,331,441,545

18,132,297

1,099,922,360

833,095,303

266,827,057

5,780,936,376

-

5,491,473,714

150,857,966

137,421,734

-

1,182,962

-

-

289,462,662

-



（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 29,578,627,213 △ 10,401,423,263 -

純行政コスト（△） △ 5,780,936,376

財源 5,564,308,256 -

税収等 3,532,640,570

国県等補助金 2,031,667,686

本年度差額 △ 216,628,120 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 442,208,535 442,208,535

有形固定資産等の増加 823,359,009 △ 823,359,009

有形固定資産等の減少 △ 1,118,794,694 1,118,794,694

貸付金・基金等の増加 124,820,742 △ 124,820,742

貸付金・基金等の減少 △ 271,593,592 271,593,592

資産評価差額 54,519

無償所管換等 114,863

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 14,014,252 △ 4,411,154 -

その他 21,145,847 △ 22,434,459

本年度純資産変動額 △ 406,879,054 198,734,802 -

本年度末純資産残高 29,171,748,159 △ 10,202,688,461 -

9,603,098

【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

54,519

19,177,203,950

△ 5,780,936,376

5,564,308,256

3,532,640,570

2,031,667,686

△ 216,628,120

-

-

△ 1,288,612

△ 208,144,252

18,969,059,698

114,863



（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

975,406
877,525

116,919,231

【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

5,720,886,666
2,651,921,301
1,217,834,600
1,190,745,559

150,857,966

126,421,911
3,068,965,365
1,719,401,287
1,331,431,781

18,132,297
6,436,167,994
3,521,716,711
1,883,324,350

823,089,007
208,037,926
151,833,372

857,349,477
775,952,981

1,569,679,735
727,826,706
28,354,860

699,471,846

△ 85,288,157
△ 5,208,978

△ 484,246,302

373,103,175
160,096,858

1,379,721

564,325,481

160,716,864
701,344,107
526,524,510
174,819,597

-
-

21,145,855

786,632,264
625,915,400

191,860,462

77,497,306
-
-

3,899,190

前年度末資金残高 845,682,286

本年度末資金残高 841,853,029

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


