
（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

115,303,041,563 10,408,024,305
110,606,288,104 9,757,481,224
11,399,041,163 -
2,139,874,180 635,031,631
2,869,697,370 -

19,757,127,330 15,511,450
△ 13,991,955,944 1,472,553,684

1,151,711,198 1,226,536,698
△ 532,212,971 48,681,208

- -
- 12,000
- -
- 144,615,149
- 43,471,807
- 9,236,822
- 負債合計 11,880,577,989
-

4,800,000 118,664,055,934
99,072,892,838 △ 10,686,309,485

235,840,727 4,650,000
3,610,156,541

△ 1,493,549,233
120,553,167,949

△ 23,833,641,146
-
-

918,000
1,275,726,872

△ 1,141,372,769
1,079,018

630,000
449,018

4,695,674,441
124,184,284

5,478,679
118,705,605

-
-

41,614,037
52,832,600

4,477,688,663
-

4,477,688,663
10,190

△ 655,333
4,559,932,875
1,106,659,219

83,842,602
2,230,428

3,358,783,943
3,038,409,943

320,374,000
5,091,808
3,498,415

△ 173,540

- 純資産合計 107,982,396,449

資産合計 119,862,974,438 負債及び純資産合計 119,862,974,438



（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】

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

113,071,938,742 9,883,291,730
108,368,206,217 9,067,432,724
11,085,362,889 -
2,132,787,836 723,829,755
2,869,697,370 -

19,845,881,208 92,029,251
△ 14,398,410,144 1,471,717,711

1,181,088,160 1,234,765,837
△ 566,096,875 50,135,461

- -
- -
- -
- 141,146,293
- 40,735,106
- 4,935,014

117,334 負債合計 11,355,009,441
-

20,298,000 116,443,303,206
97,150,543,013 △ 10,280,843,334

250,833,567 4,650,000
3,610,155,461

△ 1,565,014,262
121,070,034,859

△ 26,240,111,327
-
-

24,644,715
1,292,660,053

△ 1,160,359,738
449,018

-
449,018

4,703,283,507
120,958,268

5,252,663
115,355,605

350,000
-

39,029,772
49,455,028

4,495,382,351
-

4,495,382,351
10,190

△ 1,552,102
4,450,180,571

993,949,101
77,753,187
6,287,979

3,365,076,485
3,044,580,485

320,496,000
7,328,083

95,572
△ 309,836

- 純資産合計 106,167,109,872

資産合計 117,522,119,313 負債及び純資産合計 117,522,119,313



（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
11,952,793,303

7,605,437,391

1,946,168,980

1,440,524,245

139,985,788

89,210,602

276,448,345

5,240,312,873

1,987,545,509

221,721,342

2,961,931,112

69,114,910

418,955,538

71,023,580

2,552,254

345,379,704

4,347,355,912

3,931,346,047

399,063,491

16,946,374

1,175,777,133

530,848,195

644,928,938

10,777,016,170

346,891,615

341,517,714

1,750,994

-

-

3,622,907

12,055,304

-

12,055,304

11,111,852,481



（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 118,664,055,934 △ 10,686,309,485 4,650,000

純行政コスト（△） △ 11,111,852,481

財源 9,265,562,998 -

税収等 6,224,581,758

国県等補助金 3,040,981,240

本年度差額 △ 1,846,289,483 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,182,736,181 2,182,736,181

有形固定資産等の増加 718,801,738 △ 718,801,738

有形固定資産等の減少 △ 2,944,476,074 2,944,476,074

貸付金・基金等の増加 129,866,227 △ 129,866,227

貸付金・基金等の減少 △ 86,928,072 86,928,072

資産評価差額 △ 793,016

無償所管換等 33,002,000

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 △ 59,897,176 41,683,258 -

その他 △ 10,328,355 27,336,195

本年度純資産変動額 △ 2,220,752,728 405,466,151 -

本年度末純資産残高 116,443,303,206 △ 10,280,843,334 4,650,000

【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

107,982,396,449

△ 11,111,852,481

9,265,562,998

6,224,581,758

3,040,981,240

△ 1,846,289,483

△ 793,016

33,002,000

-

-

△ 18,213,918

17,007,840

△ 1,815,286,577

106,167,109,872

科目 合計



（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

【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

8,903,505,859
4,556,136,609
1,860,362,565
2,279,091,920

71,023,580
345,658,544

4,347,369,250
3,931,359,385

399,063,491
16,946,374

9,853,987,993
6,271,032,570
2,407,947,240

532,213,194
642,794,989
342,694,269
341,517,714

1,176,555
219,276,730
827,064,595

819,598,946
721,595,834
97,123,133

-
879,979

-
490,470,745
424,814,000
64,777,240

-
879,505

-
△ 329,128,201

1,242,591,318
1,242,591,318

-
635,801,000
635,801,000

-
△ 606,790,318

本年度資金収支額 △ 108,853,924
前年度末資金残高 1,065,675,055
比例連結割合変更に伴う差額 △ 61,710
本年度末資金残高 956,759,421

40,984,164
△ 3,794,484

37,189,680
993,949,101

科目 金額


