
（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

168,080,316,894 27,321,719,660

161,918,256,554 22,044,373,125

【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

44,545,023,595 2,901,819,997

△ 15,542,232,647 3,311,897,910

950,059,029 2,403,053,712

50,124,495,540 -

17,786,382,969 2,375,526,538

- -

- -

- 223,837,242

- 203,439,961

△ 527,051,486 80,071,721

4,482,780 -

△ 3,717,549 -

2,792,820,462 174,878,583,058

111,207,017,224 △ 27,773,195,042

2,531,019,484 -

- 401,495,274

125,505,694 負債合計 30,633,617,570

△ 6,777,307

△ 49,394,142,773

-

-

463,072,884

△ 172,428,814

157,280,018,601

250,860,983

133,086,621

132,926,021

160,600

499,477,842

2,345,577,306

△ 1,758,833,516

6,028,973,719

269,737,125

71,525,465

198,211,660

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 177,739,005,586

3,364,938,129

3,433,328,035

-

-

177,739,005,586

△ 19,992,071

純資産合計 147,105,388,016

323,375

△ 25,164,467

490,310

5,533,216,703

-

5,533,216,703

252,139,432

-

6,798,266,164

-

9,658,688,692

2,627,784,857



（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

125,534,283

【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

34,032,182,464

12,932,034,428

4,106,246,898

3,177,406,927

228,149,243

17,488,716,435

575,156,445

8,226,333,058

3,618,102,262

301,839,311

4,234,072,585

72,318,900

599,454,472

225,747,466

29,435,064

344,271,942

21,100,148,036

3,586,973,187

24,458,414

2,002,634,254

1,190,167,581

812,466,673

31,993,567,134

81,521,284

32,029,548,210

18,209,880

15,160,083

-

13,157,628

82,508,667

987,383

46,527,591

-



（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 171,999,690,768 △ 25,586,353,587 -

純行政コスト（△） △ 31,993,567,134

財源 32,413,344,449 -

税収等 17,504,975,934

国県等補助金 14,908,368,515

本年度差額 419,777,315 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,465,823,178 △ 2,465,823,178

有形固定資産等の増加 6,957,248,573 △ 6,957,248,573

有形固定資産等の減少 △ 4,309,030,842 4,309,030,842

貸付金・基金等の増加 932,877,557 △ 932,877,557

貸付金・基金等の減少 △ 1,115,272,110 1,115,272,110

資産評価差額 △ 28,943,764

無償所管換等 35,092,174

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 655,618,525 △ 139,902,949 -

その他 △ 248,697,823 △ 892,643

本年度純資産変動額 2,878,892,290 △ 2,186,841,455 -

本年度末純資産残高 174,878,583,058 △ 27,773,195,042 -

146,413,337,181

△ 31,993,567,134

32,413,344,449

17,504,975,934

14,908,368,515

【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

147,105,388,016

35,092,174

515,715,576

△ 28,943,764

419,777,315

-

-

△ 249,590,466

692,050,835



（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

213,144,709

791,434,993

225,747,466

【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

29,603,738,867

8,503,590,831

3,947,757,817

3,987,553,263

18,209,880

342,532,285

21,100,148,036

17,488,716,435

3,586,973,187

24,458,414

31,530,836,213

17,322,900,202

12,274,854,705

1,173,949,664

759,131,642

231,354,589

7,620,403,729

6,798,129,755

2,627,784,857

185,615,156

△ 10,967,067
196,582,223

1,240,142,171

△ 649,500,562

△ 4,376,820,483

3,243,583,246

2,217,673,573

14,022,769

2,487,177,750

80,636,148

3,528,358,038

3,524,543,549

3,814,489

14,222,000

18,183,877

1,186,728

2,288,215,867

2,207,579,719

992,317,068

808,051,974

-

14,222,000

-

前年度末資金残高 3,077,647,494

本年度末資金残高 2,442,169,701

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


