
（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

139,592,575,476 48,925,436,455
132,644,051,595 40,009,021,180

【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

85,803,329,237 3,217,554,150
△ 44,714,921,502 4,866,900,495

3,391,057,403 4,098,478,656

63,052,447,776 -
16,586,938,819 5,698,861,125

- -

- -
- 506,016,104
- 110,097,617

△ 2,250,173,936 133,283,391
- -
- 7,011,975

117,461,848 153,006,292,643
68,188,382,842 △ 48,114,502,778
3,118,656,958 -

- 12,012,752
6,319,725,000 負債合計 53,792,336,950

△ 2,200,969,093

△ 64,662,688,165
1,983,449,747

△ 1,146,218,087

3,115,246,386
△ 2,036,176,489
127,011,713,235

1,056,688,142

10,955,699
10,664,099

291,600

804,399,257
6,614,879,607

△ 5,211,658,630

6,937,568,182
266,829,701

3,225,500
263,604,201

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 158,684,126,815

9,792,010,122
3,609,157,439

98,653,600

-

158,684,126,815

△ 25,018,393

純資産合計 104,891,789,865

161,973,021

△ 57,085,479

715,621,692

5,509,162,797
-

5,509,162,797

438,881,302
12,549,606

13,401,167,561

-

19,091,551,339
4,449,695,971



（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

-

【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

57,059,932,745

21,118,262,307

7,801,900,071

6,624,621,278

506,016,104

30,134,309,422

671,262,689

11,988,761,279

6,674,201,354

110,816,357

5,203,743,568

-

1,327,600,957

431,965,873

119,462,041

776,173,043

35,941,670,438

5,788,626,406

18,734,610

3,111,408,477

1,893,508,341

1,217,900,136

53,976,145,742

2,102,426

53,948,524,268

12,011,320

12,241,578

-

5,471,002

2,102,426

-

29,723,900

-



（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 154,083,676,208 △ 47,033,767,312 -

純行政コスト（△） △ 53,976,145,742

財源 51,984,516,617 -

税収等 30,802,852,616

国県等補助金 21,181,664,001

本年度差額 △ 1,991,629,125 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,066,453,249 1,066,453,249

有形固定資産等の増加 5,053,845,056 △ 5,053,845,056

有形固定資産等の減少 △ 5,305,119,183 5,305,119,183

貸付金・基金等の増加 2,100,807,375 △ 2,100,807,375

貸付金・基金等の減少 △ 2,915,986,497 2,915,986,497

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 157,217,818

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 △ 4,420,448 2,009,588 -

その他 150,707,950 △ 157,569,178

本年度純資産変動額 △ 1,077,383,565 △ 1,080,735,466 -

本年度末純資産残高 153,006,292,643 △ 48,114,502,778 -

△ 2,410,860

【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

-

107,049,908,896

△ 53,976,145,742

51,984,516,617

30,802,852,616

21,181,664,001

△ 1,991,629,125

-

-

△ 6,861,228

△ 2,158,119,031

104,891,789,865

△ 157,217,818



（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

4,296,549
302,318,926

431,965,873

【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

51,768,077,135
15,826,406,701
7,783,231,756
6,798,605,591

12,011,320

812,603,481
35,941,670,434
30,134,309,419
5,788,626,406

18,734,609
53,407,578,073
30,672,220,344
20,010,113,001
1,919,552,510

805,692,218
16,307,869

6,801,016,434
4,937,480,333

4,449,695,971
110,097,617

9,840,373
100,257,244

1,627,346,059
220,196,777

△ 3,332,661,277

3,468,355,157
888,718,000

1,917,859

1,925,511,995

217,101
5,011,900,000
5,011,900,000

-

583,374,839
138,255

159,537,000

3,384,553,941
3,384,336,840

1,836,587,063

1,272,856,101
-

590,680,000
-

前年度末資金残高 4,117,483,718

本年度末資金残高 4,339,598,354

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


