
（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

26,610,886,637 -
6,111,186,809 635,561,074

- -

41,245,442,333 5,056,411,100
37,953,105,287 3,653,732,219

△ 383,402,204 17,473,412
12,206,800 289,340

△ 12,206,795 1,433,958

29,279,069,981 767,117,807
△ 10,505,493,373 507,148,905

1,640,089,498 367,853,473

- 17,260,173
- 負債合計 5,563,560,005
-

- -
- 58,702,785
- 44,135,764

1,496,869,475
△ 758,623,409
19,500,518,818

469,435,921 42,141,763,187
10,908,096,787 △ 4,726,153,544

240,460,065 -

208,244,597
2,029,530,135

△ 1,595,408,272

△ 9,779,372,759
-
-

3,284,996,923
71,943,129
31,779,629

7,340,123
6,978,083

362,040

3,194,027,602
-

3,194,027,602
209,606

40,163,500
-

20,497,790
108,032

-

-
896,320,854
684,612,854

△ 1,789,236
1,733,727,315

794,772,430
23,414,117

- 純資産合計 37,415,609,643

資産合計 42,979,169,648 負債及び純資産合計 42,979,169,648

211,708,000
2,023,233

19,457,230
△ 2,260,549



（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

41,540,157,251 5,305,229,943
37,921,365,820 3,699,928,748

【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

29,621,917,323 983,712,175
△ 11,151,472,610 691,080,476

1,826,410,527 386,619,995

26,757,431,731 -
6,117,348,208 621,589,020

- -

- -
- 64,959,680
- 41,045,841

△ 477,909,939 141,807,132
- 222,169
- 1,120,126

821,138,222 42,553,243,006
10,721,764,042 △ 5,073,224,811

372,934,211 -

- 55,305,533
- 負債合計 5,996,310,419
-

△ 10,173,517,200
-
-

1,496,869,475
△ 796,521,642
19,243,317,609

25,639,086

7,331,630
7,000,540

331,090

578,681,589
2,092,970,292

△ 1,650,800,245

3,611,459,801
62,079,774
22,576,274
39,503,500

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 43,476,328,614

751,238,755
261,847,000

53,686,976

-

43,476,328,614

△ 2,268,780

純資産合計 37,480,018,195

108,054

△ 2,619,233

2,829,303

3,525,985,293
-

3,525,985,293

189,693,015
-

1,013,085,755

266,827

1,936,171,363
679,145,094



（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

37,388,295

【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

8,525,067,330

4,390,276,622

1,389,681,036

918,511,436

64,959,679

3,743,694,827

368,821,626

2,890,808,266

1,377,068,646

100,246,262

1,244,817,031

168,676,327

109,787,320

45,484,772

3,618,021

60,684,527

4,134,790,708

384,300,714

6,795,167

2,786,276,717

439,074,248

2,347,202,469

5,733,008,145

10,768,386

5,738,790,613

3,981,096

219,053

-

787,793

10,770,410

2,024

4,987,942

-



（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 42,141,763,187 △ 4,726,153,544 -

純行政コスト（△） △ 5,733,008,145

財源 6,640,292,821 -

税収等 3,137,532,810

国県等補助金 3,502,760,011

本年度差額 907,284,676 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,210,159,876 △ 1,210,159,876

有形固定資産等の増加 2,028,984,872 △ 2,028,984,872

有形固定資産等の減少 △ 1,245,045,186 1,245,045,186

貸付金・基金等の増加 881,064,697 △ 881,064,697

貸付金・基金等の減少 △ 454,844,507 454,844,507

資産評価差額 △ 9,203,358

無償所管換等 △ 800,220,750

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 8,299,778 △ 30,874,888 -

その他 2,444,273 △ 13,321,179

本年度純資産変動額 411,479,819 △ 347,071,267 -

本年度末純資産残高 42,553,243,006 △ 5,073,224,811 -

37,415,609,643

△ 5,733,008,145

6,640,292,821

3,137,532,810

3,502,760,011

【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

37,480,018,195

△ 800,220,750

△ 22,575,110

△ 9,203,358

907,284,676

-

-

△ 10,876,906

64,408,552



（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

32,049
825,691,417

45,484,772

【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

7,258,558,342
3,123,767,634
1,346,933,089
1,670,868,434

3,981,096

60,481,339
4,134,790,708
3,743,694,827

384,300,714
6,795,167

7,394,305,964
3,102,561,028
1,627,633,151

403,101,463
2,261,010,322

4,013,145

2,881,591,774
2,024,061,254

679,145,094
39,810,645

△ 3,561,865
43,372,510

58,196,249
△ 109,149,609

△ 1,124,771,752

1,756,820,022
1,321,603,730

△ 2,915,862

957,425,894

6,376,033
432,344,883
431,899,974

444,909

-
11,125

2,440,322

374,148,634
367,772,601

432,764,845

857,530,520
-
-
-

前年度末資金残高 751,399,920

本年度末資金残高 639,334,449

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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