
（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

9,475,775,645 -
2,953,280,094 529,592,712
2,349,280,746 -

19,313,318,795 5,730,775,360
18,159,358,103 5,113,342,113

△ 256,922,582 5,515,596
- 692,894
- -

7,990,557,120 87,840,535
△ 4,394,166,083 791,818,024

338,495,908 492,034,956

- 2,484,443
- 負債合計 6,522,593,384
-

- -
- 54,975,049
- 236,115,086

270,964,348
△ 81,838,030

16,219,022,627

495,250,442 20,187,464,639
8,524,618,008 △ 5,612,271,808

630,364,076 15,143,537

148,095,418
507,073,747

△ 348,109,297

△ 8,661,990,431
-
-

1,075,722,791
388,369,976
254,855,661

78,237,901
77,598,889

639,012

625,608,987
-

625,608,987
18,379,366

133,514,315
-

34,715,558
3,572,978

-

1,080,000
873,065,844
868,501,316

5,075,926
1,799,610,957

881,265,300
39,660,180

- 純資産合計 14,590,336,368

資産合計 21,112,929,752 負債及び純資産合計 21,112,929,752

4,564,528
3,086,430
1,845,034

△ 391,831



（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

19,226,395,751 5,788,479,069
18,083,653,493 5,190,065,822

【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

8,055,269,873 85,882,693
△ 4,598,112,849 630,489,203

674,064,173 528,046,233

9,291,308,639 -
3,087,273,277 512,530,554
2,349,280,746 -

- -
- 60,204,524
- 28,928,540

△ 282,511,156 10,099,330
- 336,453
- -

6,044,575 20,095,078,706
8,643,375,110 △ 5,518,130,752

501,429,590 13,513,197

- 2,874,123
- 負債合計 6,418,968,272
-

△ 9,003,558,585
-
-

272,659,948
△ 90,410,918

16,890,020,360

27,098,972

61,387,901
60,784,040

603,861

73,234,715
543,626,584

△ 394,656,840

1,081,354,357
360,063,659
226,694,959
133,368,700

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 21,009,429,423

863,277,296
4,565,659

1,397,801

5,000,000

21,009,429,423

△ 449,704

純資産合計 14,590,461,151

3,635,991

4,862,916

2,324,090

669,345,843
-

669,345,843

42,288,883
840,000

867,842,955

16,346,976

1,778,033,672
863,789,647



（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

5,776,947,729

2,954,241,282

1,112,205,417

885,567,613

60,204,524

2,564,014,216

166,433,280

1,711,885,241

933,980,822

122,089,153

608,715,614

47,099,652

130,150,624

51,862,426

936,988

77,351,210

2,822,706,447

247,003,029

11,689,202

684,354,845

330,815,633

353,539,212

5,417,182,267

98,571,949

5,092,592,884

423,015,677

2

-

324,000

98,750,296

178,347

423,339,679

-



（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 20,187,464,639 △ 5,612,271,808 15,143,537

純行政コスト（△） △ 5,417,182,267

財源 5,462,590,106 -

税収等 3,533,185,164

国県等補助金 1,929,404,942

本年度差額 45,407,839 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,102,744 4,102,744

有形固定資産等の増加 602,832,289 △ 602,832,289

有形固定資産等の減少 △ 614,315,199 614,315,199

貸付金・基金等の増加 237,728,816 △ 237,728,816

貸付金・基金等の減少 △ 230,348,650 230,348,650

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 11,287,222

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 △ 106,307,450 16,696,070 △ 1,630,340

その他 57,799,450 △ 553,564

本年度純資産変動額 △ 63,897,966 65,653,089 △ 1,630,340

本年度末純資産残高 20,123,566,673 △ 5,546,618,719 13,513,197

14,590,336,368

△ 5,417,182,267

5,462,590,106

3,533,185,164

1,929,404,942

【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

14,590,461,151

△ 11,287,222

△ 91,241,720

-

45,407,839

-

-

57,245,886

124,783



（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

-
477,784,486

51,862,426

【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

5,166,708,584
2,344,002,137
1,107,124,199
1,104,592,471

423,015,677

80,423,041
2,822,706,447
2,564,014,216

247,003,029
11,689,202

5,605,121,481
3,538,809,042
1,373,836,426

334,328,336
358,147,677
423,015,677

743,049,169
597,431,338

863,789,647
25,475,062

△ 208,617,043
234,092,105

149,206,709
186,876,839

△ 455,511,576

287,537,593
77,962,376

4,264,551

493,181,706

175,297
641,479,685
625,587,397
15,892,288

1,080,000
129,513

-

492,272,976
492,097,679

208,365,704

143,722,796
-

840,000
1,055,035

前年度末資金残高 647,173,195

本年度末資金残高 838,314,585

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


