
（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

65,401,544,298 23,271,071,553

55,222,584,006 19,240,676,974

【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

26,128,404,063 395,813,504

△ 13,106,862,746 3,538,120,011

1,871,832,557 2,823,122,118

27,177,731,476 207,039,000

11,241,047,994 3,427,542,075

1,192,461,006 -

- -

- 247,695,026

- 166,635,886

△ 268,530,674 300,656,439

- -

- -

116,384,076 71,667,403,096

26,450,579,543 △ 25,142,038,045

1,556,431,448 -

- 10,542

3,369,600 負債合計 26,809,191,564

△ 374,400

△ 24,510,114,943

-

-

1,905,531,627

△ 780,307,622

48,184,040,713

357,861,291

83,939,002

83,691,502

247,500

94,998,320

4,414,438,829

△ 2,820,165,842

10,095,021,290

1,842,514,665

1,696,597,000

145,917,665

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 73,334,556,615

5,202,002,857

1,063,365,561

1,172,209

-

73,334,556,615

△ 7,333,928

純資産合計 46,525,365,051

2,557,784

△ 11,733,978

19,912,387

7,703,550,743

-

7,703,550,743

121,572,526

490,380

6,265,368,418

200,270,785

7,933,012,317

1,531,830,325



（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

28,946,055

【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

26,886,141,640

10,748,572,475

4,178,553,582

3,341,870,426

253,640,553

14,028,680,009

554,096,548

6,030,319,820

3,997,632,677

199,810,068

1,827,516,004

5,361,071

539,699,073

178,646,265

16,844,922

344,207,886

16,137,569,165

1,913,171,838

195,717,318

2,426,482,548

917,886,202

1,508,596,346

25,063,205,991

37,443,555

24,459,659,092

480,255,501

47,011,174

-

113,723,779

37,443,555

-

640,990,454

-



（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 70,670,644,354 △ 24,866,877,111 -

純行政コスト（△） △ 25,063,205,991

財源 25,816,256,845 -

税収等 15,542,223,294

国県等補助金 10,274,033,551

本年度差額 753,050,854 -

固定資産等の変動（内部変動） 816,619,648 △ 816,619,648

有形固定資産等の増加 3,117,177,041 △ 3,117,177,041

有形固定資産等の減少 △ 1,925,908,835 1,925,908,835

貸付金・基金等の増加 799,468,443 △ 799,468,443

貸付金・基金等の減少 △ 1,174,117,001 1,174,117,001

資産評価差額 -

無償所管換等 948,432

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 179,776,662 △ 174,536,550 -

その他 △ 586,000 △ 37,055,590

本年度純資産変動額 996,758,742 △ 275,160,934 -

本年度末純資産残高 71,667,403,096 △ 25,142,038,045 -

5,240,112

【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

-

45,803,767,243

△ 25,063,205,991

25,816,256,845

15,542,223,294

10,274,033,551

753,050,854

-

-

△ 37,641,590

721,597,808

46,525,365,051

948,432



（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

32,177,683

614,658,260

178,646,437

【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

25,024,529,403

8,862,057,237

4,131,956,020

4,208,859,051

480,255,501

342,595,729

16,162,472,166

14,028,680,009

1,913,171,838

220,620,319

26,785,803,457

15,499,826,724

8,983,778,846

1,087,277,165

1,214,920,722

512,433,184

3,675,106,220

2,991,659,729

1,531,830,325

148,627,230

△ 4,566,181
153,193,411

△ 187,314,622
△ 403,293,502

△ 2,079,478,010

1,595,628,210

675,596,445

1,197,427

1,863,499,130

2,334

2,545,026,000

2,539,748,000

5,278,000

442,743

30,000,000

16,622,941

2,732,340,622

2,732,338,288

872,966,081

680,366,419

-

-

3,080,072

前年度末資金残高 1,785,299,170

本年度末資金残高 1,383,203,095

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


