
（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

39,016,363,974 -
13,379,211,735 4,371,840,522
2,890,732,300 -

77,621,454,094 39,478,827,478
67,247,588,828 33,397,137,812

△ 110,562,943 190,021,235
2,451,600 48,498,369

- 147,863

44,821,014,305 1,709,849,144
△ 22,731,370,278 4,097,464,179

663,916,936 3,345,256,463

- 90,345,150
1,793,938 負債合計 43,576,291,657

-

- -
- 354,602,611
- 68,592,488

2,311,998,037
△ 1,314,856,858
101,902,728,330

99,176,381 80,005,682,380
26,717,967,653 △ 40,938,185,218
1,892,176,964 9,850,000

33,437,423
5,052,991,713

△ 3,539,734,512

△ 78,107,516,243
-
-

10,321,186,406
213,556,896
10,500,000

52,678,860
52,322,673
356,187

8,243,265,003
-

8,243,265,003
39,705

188,712,788
14,344,108

1,834,200,396
96,620,600

-

5,102,800
2,379,125,486
1,745,665,791

△ 66,496,194
5,032,184,725
1,970,460,710
648,301,303

- 純資産合計 39,077,347,162

資産合計 82,653,638,819 負債及び純資産合計 82,653,638,819

633,459,695
60,479,684
511,850

△ 31,797,108



（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

80,817,191,509 43,233,615,038
70,976,443,708 36,309,893,756

【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

44,699,417,593 3,116,932,040
△ 23,570,912,772 4,461,484,693

959,864,664 3,609,295,614

38,168,549,474 -
13,307,945,770 3,806,789,242
2,890,732,300 -

- -
- 381,190,559
- 74,919,850

△ 151,274,904 226,322,860
2,451,600 64,452,258
△ 350,578 301,276

29,898,868 82,911,025,242
30,875,984,423 △ 44,882,039,085
1,931,364,632 9,850,000

- 105,002,276
776,933 負債合計 47,695,099,731

-

△ 80,794,177,837
-
-

2,037,213,938
△ 1,192,003,276
108,851,675,543

1,763,519,864

90,023,698
60,351,511
29,672,187

41,911,423
6,450,475,273

△ 4,518,565,462

9,750,724,103
158,970,184
10,500,000
133,481,529
14,988,655

-

資産合計 負債及び純資産合計 85,733,935,888

1,449,210,161
633,484,772

996,891

-

85,733,935,888

△ 31,671,246

純資産合計 38,038,836,157

84,103,800

△ 64,380,018

63,432,625

7,808,470,568
-

7,808,470,568

647,182,865
11,138,800

2,082,694,933

39,705

4,916,744,379
2,142,969,511



（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

19,533,647

【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

42,922,926,132

17,187,856,152

5,822,042,863

4,146,866,136

380,010,559

21,895,492,283

1,275,632,521

10,044,183,331

6,138,701,688

774,048,300

2,510,170,090

621,263,253

1,321,629,958

368,322,713

75,818,804

877,488,441

25,735,069,980

3,795,379,109

44,198,588

4,233,233,995

1,013,732,275

3,219,501,720

38,982,437,100

19,785,680

38,689,692,137

181,124,944

55,092,876

-

77,156,774

20,974,735

1,189,055

313,719,698

345,104



（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 80,005,682,380 △ 40,938,185,218 9,850,000

純行政コスト（△） △ 38,982,437,100

財源 38,413,053,616 -

税収等 22,348,551,975

国県等補助金 16,064,501,641

本年度差額 △ 569,383,484 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,356,752,358 △ 3,356,752,358

有形固定資産等の増加 6,824,840,192 △ 6,824,840,192

有形固定資産等の減少 △ 2,553,706,861 2,553,706,861

貸付金・基金等の増加 2,505,653,432 △ 2,505,653,432

貸付金・基金等の減少 △ 3,420,034,405 3,420,034,405

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 437,112,144

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 △ 29,958,472 △ 748,813 -

その他 15,661,120 △ 16,969,212

本年度純資産変動額 2,905,342,862 △ 3,943,853,867 -

本年度末純資産残高 82,911,025,242 △ 44,882,039,085 9,850,000

△ 30,707,285

【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

-

39,077,347,162

△ 38,982,437,100

38,413,053,616

22,348,551,975

16,064,501,641

△ 569,383,484

-

-

△ 1,308,092

△ 1,038,511,005

38,038,836,157

△ 437,112,144



（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

4,736,216
1,227,826,808

368,322,713

【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

40,846,319,941
15,109,777,682
6,149,238,946
7,589,569,111

181,124,944

1,002,646,912
25,736,542,259
21,895,492,283
3,795,379,109
45,670,867

41,111,274,226
22,283,750,954
14,705,303,817
1,030,290,305
3,091,929,150
185,861,160

3,892,328,273
1,590,189,405

2,142,969,511
64,706,416
8,507,033
56,199,383

△ 526,151,430
164,460,230

△ 616,308,273

3,276,020,000
187,890,172

△ 458,462

1,306,919,933

82,720,020
3,082,995,000
2,453,429,000
629,566,000

1,140,900,800
13,201,406
55,963,055

3,609,146,430
3,526,426,410

1,878,064,567

1,147,961,735
18,326,208

1,135,659,000
191,925

前年度末資金残高 1,914,261,327

本年度末資金残高 2,078,263,095

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


