
（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

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

30,522,615,843 -
12,064,485,571 364,670,397

358,907,400 -

89,666,974,130 38,148,048,651
84,426,428,896 28,347,290,966

△ 60,692,402 244,736,747
- 2,421,133
- 55,669

38,289,326,082 9,436,087,288
△ 20,616,938,488 3,155,087,183

426,749,161 2,597,872,171

- -
19,659,267 負債合計 41,303,135,834

-

- -
- 209,231,693
- 100,769,770

1,421,062,536
△ 399,499,823
79,206,950,996

41,119,252 94,354,912,317
51,092,852,363 △ 36,572,106,829
6,483,345,060 7,700,000

637,163,863
6,358,000,936

△ 3,547,040,246

△ 36,256,170,269
-
-

4,735,260,590
57,690,149

100,000

505,284,644
2,903,940

502,380,704

4,121,804,183
-

4,121,804,183
641,130

57,590,149
-

547,524,711
47,061,374

-

12,662,799
4,675,275,388
4,135,570,275

△ 39,460,957
9,426,667,192
4,363,638,724

386,822,140

- 純資産合計 57,790,505,488

資産合計 99,093,641,322 負債及び純資産合計 99,093,641,322

539,705,113
1,262,543

496,224
△ 13,490,626



（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

91,343,905,593 38,231,133,463
85,582,467,192 28,442,693,112

【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

38,185,667,718 9,428,301,903
△ 21,260,888,778 3,838,706,124

459,984,245 2,717,810,589

31,147,194,952 -
12,962,449,625 360,138,448

358,907,400 -

- -
- 224,413,920
- 174,586,566

△ 79,860,483 711,763,414
- -
- 131,635

519,962,453 96,465,852,621
51,067,853,887 △ 36,602,845,139
6,755,605,452 7,700,000

- 10,000,000
972,772 負債合計 42,069,839,587

-

△ 37,937,456,508
-
-

2,258,635,712
△ 495,487,137
80,283,587,474

468,476,595

502,768,479
-

502,768,479

202,968,894
7,221,061,943

△ 3,853,643,590

5,258,669,922
60,551,444

50,000
60,501,444

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 101,940,547,069

4,275,055,405
835,991,031

4,600,414

-

101,940,547,069

△ 13,294,890

純資産合計 59,870,707,482

30,925,516

△ 34,630,129

289,115

4,733,244,496
-

4,733,244,496

297,866,281
10,900,592

5,111,046,436

102,000

10,596,641,476
5,185,233,528



（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

4,309,003

【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

38,869,832,653

11,737,139,751

3,654,330,772

2,848,571,726

224,413,920

22,819,103,839

577,036,123

6,955,699,557

3,601,662,548

136,456,337

3,163,217,902

54,362,770

1,127,109,422

295,169,353

73,457,146

758,482,923

27,132,692,902

4,262,667,942

50,921,121

2,697,051,362

2,002,971,874

694,079,488

36,056,002,866

125,660,688

36,172,781,291

521,000

264,006

-

8,097,257

125,660,688

-

8,882,263

-



（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 94,354,912,317 △ 36,572,106,829 7,700,000

純行政コスト（△） △ 36,056,002,866

財源 36,704,797,817 -

税収等 20,614,634,584

国県等補助金 16,090,163,233

本年度差額 648,794,951 -

固定資産等の変動（内部変動） 502,049,486 △ 502,049,486

有形固定資産等の増加 3,094,065,217 △ 3,094,065,217

有形固定資産等の減少 △ 3,219,286,632 3,219,286,632

貸付金・基金等の増加 2,060,256,650 △ 2,060,256,650

貸付金・基金等の減少 △ 1,432,985,749 1,432,985,749

資産評価差額 -

無償所管換等 1,394,301,200

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 △ 102,520,520 18,288,677 -

その他 317,110,138 △ 195,772,452

本年度純資産変動額 2,110,940,304 △ 30,738,310 -

本年度末純資産残高 96,465,852,621 △ 36,602,845,139 7,700,000

57,790,505,488

△ 36,056,002,866

36,704,797,817

20,614,634,584

16,090,163,233

【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

59,870,707,482

1,394,301,200

△ 84,231,843

-

648,794,951

-

-

121,337,686

2,080,201,994



（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

32,779,920
2,692,690,591

295,169,353

【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

35,691,983,318
8,501,485,195
3,634,301,968
3,775,024,718

521,000

796,989,156
27,190,498,123
22,819,103,839
4,262,667,942

108,726,342
36,208,580,432
20,605,928,942
12,833,932,514
2,035,907,429

732,811,547
33,300,920

4,302,097,538
2,414,935,364

5,185,233,528
171,369,157
101,286,036
70,083,121

650,591,949
719,793,778

△ 3,106,784,956

1,195,312,582
392,565,453

514,990

3,175,986,785

-
3,241,751,853
2,819,691,853

422,060,000

12,222,490
50,000

246,869,727

2,591,159,904
2,591,159,904

543,604,912

1,380,077,691
3,000,000
2,766,000

501,318,483

前年度末資金残高 4,293,555,603

本年度末資金残高 5,013,864,371

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額
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