
（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

9,400,528,737 -
1,508,513,873 944,586,663

144,957,500 -

21,497,837,698 7,584,726,154
20,481,442,915 6,632,375,349

△ 1,534,607,541 1,278,761
211,208 -

△ 211,207 -

13,344,015,670 7,764,142
△ 7,451,543,742 850,769,631

3,330,447,869 747,664,927

- 16,406,835
931,244 負債合計 8,435,495,785

△ 931,243

- -
- 60,854,251
- 24,564,857

273,195,485
△ 137,032,260
23,342,560,993

58,745,106 24,569,312,019
10,922,307,211 △ 8,150,805,246

69,680,965 -

48,556,615
719,309,312

△ 560,702,345

△ 12,674,654,587
-
-

1,015,967,799
113,369,087
19,600,000

426,984
426,984

-

820,036,051
-

820,036,051
-

93,769,087
-

41,851,584
45,840,425

-

5,458,650
3,066,015,671
2,600,634,144

△ 5,129,348
3,356,164,860

259,558,896
15,977,705

- 純資産合計 16,418,506,773

資産合計 24,854,002,558 負債及び純資産合計 24,854,002,558

465,381,527
-

11,074,114
△ 1,920,176



（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

25,156,951,103 10,926,769,965
23,818,944,355 8,776,889,810

【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

13,366,117,918 1,277,553,812
△ 7,693,853,450 1,010,545,984

3,398,750,379 763,331,131

9,423,236,967 -
1,537,299,607 872,326,343

144,957,500 -

- -
- 65,993,209
- 26,375,612

△ 1,655,188,829 4,085,931
738,067 -

△ 346,319 -

324,672,375 28,069,835,414
13,907,815,345 △ 11,595,404,621

133,365,282 -

- 150,760,101
1,063,837 負債合計 11,937,315,949

△ 974,118

△ 13,237,766,512
-
-

329,128,394
△ 147,106,111
26,733,194,292

41,462,255

2,076,719
636,719

1,440,000

97,000,000
1,133,061,264

△ 645,169,221

1,335,930,029
114,769,087
21,000,000
93,769,087

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 28,411,746,742

2,441,598,805
465,840,656

12,749,149

-

28,411,746,742

△ 1,584,148

純資産合計 16,474,430,793

40,395,575

△ 4,778,316

-

1,144,081,428
-

1,144,081,428

28,676,899
5,444,850

2,907,439,461

-

3,254,795,639
302,069,428



（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

55,249

【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

7,105,460,897

3,872,193,061

1,039,757,707

890,485,281

65,993,209

1,805,546,578

83,223,968

2,649,255,253

1,153,130,413

356,476,365

1,056,355,616

83,292,859

183,180,101

83,094,829

3,098,730

96,986,542

3,233,267,836

1,425,200,134

2,521,124

497,136,096

304,762,726

192,373,370

6,653,276,268

1,055,964

6,608,324,801

27,870,270

16,136,796

-

2,214,453

1,270,052

214,088

46,221,519

-



（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 24,569,312,019 △ 8,150,805,246 -

純行政コスト（△） △ 6,653,276,268

財源 6,531,089,659 -

税収等 4,293,325,264

国県等補助金 2,237,764,395

本年度差額 △ 122,186,609 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,448,082,514 △ 3,448,082,514

有形固定資産等の増加 4,392,664,810 △ 4,392,664,810

有形固定資産等の減少 △ 1,103,312,541 1,103,312,541

貸付金・基金等の増加 531,598,568 △ 531,598,568

貸付金・基金等の減少 △ 372,868,323 372,868,323

資産評価差額 -

無償所管換等 38,155,870

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 14,419,733 △ 9,755,194 -

その他 △ 134,722 135,424,942

本年度純資産変動額 3,500,523,395 △ 3,444,599,375 -

本年度末純資産残高 28,069,835,414 △ 11,595,404,621 -

4,664,539

【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

-

16,418,506,773

△ 6,653,276,268

6,531,089,659

4,293,325,264

2,237,764,395

△ 122,186,609

-

-

135,290,220

55,924,020

16,474,430,793

38,155,870



（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

14,617,811
289,757,911

83,094,829

【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

6,038,221,369
2,804,953,534
1,034,570,205
1,582,682,070

27,870,270

104,606,430
3,233,267,835
2,718,654,179

512,092,532
2,521,124

6,438,819,756
4,226,973,409
1,788,348,138

303,351,807
120,146,402
42,488,081

1,378,123,450
862,208,217

302,069,428
26,375,612
1,810,755

24,564,857

251,092,310
38,668,465

△ 860,292,062

517,831,388
159,681,534

2,031,312

647,868,217

101,252,465
1,231,397,127
1,059,172,000

172,225,127

5,458,650
303,374

-

980,304,817
879,052,352

352,387,830

514,515,233
1,400,000

-
-

前年度末資金残高 234,994,039

本年度末資金残高 275,693,816

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


