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*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 125,300,470,887 固定負債 32,161,745,588

有形固定資産 119,127,838,539 地方債等 28,054,767,329

事業用資産 30,750,569,533 長期未払金 100,360,468

土地 9,356,653,327 退職手当引当金 1,661,891,622

立木竹 1,004,187,251 損失補償等引当金 38,156,000

建物 43,693,144,754 その他 2,306,570,169

建物減価償却累計額 △ 25,336,772,059 流動負債 3,914,800,467

工作物 3,834,809,103 1年内償還予定地方債等 3,569,870,002

工作物減価償却累計額 △ 1,802,746,893 未払金 113,407,310

船舶 - 未払費用 15,064,403

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 169,433,018

航空機 - 預り金 7,724,047

航空機減価償却累計額 - その他 39,301,687

その他 - 36,076,546,055

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 1,294,050 固定資産等形成分 127,022,518,373

インフラ資産 87,569,645,382 余剰分（不足分） △ 35,034,256,486

土地 1,289,601,308 他団体出資等分 1,392,345,576

建物 2,076,952,750

建物減価償却累計額 △ 1,301,885,993

工作物 192,065,423,377

工作物減価償却累計額 △ 106,588,396,239

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 27,950,179

物品 3,470,716,329

物品減価償却累計額 △ 2,663,092,705

無形固定資産 891,921,123

ソフトウェア 23,871,321

その他 868,049,802

投資その他の資産 5,280,711,225

投資及び出資金 1,796,570,000

有価証券 228,947,000

出資金 1,567,623,000

その他 -

長期延滞債権 219,863,448

長期貸付金 152,235,167

基金 3,130,091,147

減債基金 -

その他 3,130,091,147

その他 755,462

徴収不能引当金 △ 18,803,999

流動資産 4,156,682,631

現金預金 1,410,848,747

未収金 189,656,446

短期貸付金 721,241

基金 1,744,930,981

財政調整基金 1,506,930,981

減債基金 238,000,000

棚卸資産 818,169,907

その他 △ 516,753

徴収不能引当金 △ 7,127,938

繰延資産 - 93,380,607,463

129,457,153,518 129,457,153,518

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 28,915,812,491
業務費用 13,730,920,687

人件費 2,773,200,834
職員給与費 2,475,581,150
賞与等引当金繰入額 172,614,502
退職手当引当金繰入額 953,638
その他 124,051,544

物件費等 10,423,488,260
物件費 4,799,921,115
維持補修費 172,371,381
減価償却費 5,316,196,171
その他 134,999,593

その他の業務費用 534,231,593
支払利息 369,484,351
徴収不能引当金繰入額 16,821,187
その他 147,926,055

移転費用 15,184,891,804
補助金等 12,167,920,388
社会保障給付 1,399,193,943
他会計への繰出金 1,569,382,848
その他 48,394,625

経常収益 2,328,319,599
使用料及び手数料 1,393,454,037
その他 934,865,562

純経常行政コスト △ 26,587,492,892
臨時損失 76,660,926

災害復旧事業費 54,461,430
資産除売却損 22,199,151
損失補償等引当金繰入額 -
その他 345

臨時利益 32,659,342
資産売却益 8,014,250
その他 24,645,092

純行政コスト △ 26,631,494,476

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 95,813,539,613 131,157,184,957 △ 36,736,960,232 1,393,314,888

純行政コスト（△） △ 26,631,494,476 △ 26,631,494,476 0

財源 24,084,605,782 24,084,605,782 0

税収等 16,982,318,146 16,982,318,146 0

国県等補助金 7,102,287,636 7,102,287,636 0

本年度差額 △ 2,546,888,694 △ 2,546,888,694 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,174,050,671 4,174,050,671

有形固定資産等の増加 1,261,898,146 △ 1,261,898,146

有形固定資産等の減少 △ 5,216,277,789 5,216,277,789

貸付金・基金等の増加 1,410,978,739 △ 1,410,978,739

貸付金・基金等の減少 △ 1,630,649,767 1,630,649,767

資産評価差額 - -

無償所管換等 26,027,679 26,027,679

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 △ 969,312 △ 969,312

その他 88,898,177 13,356,408 75,541,769

本年度純資産変動額 △ 2,432,932,150 △ 4,134,666,584 1,702,703,746 △ 969,312

本年度末純資産残高 93,380,607,463 127,022,518,373 △ 35,034,256,486 1,392,345,576

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



*出力条件

*会計年度 ： H30

*出力帳票選択 ： 財務書類

*団体区分 ： 連結

*団体／会計コード ：

*出力範囲 ： 年次

*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 23,492,828,523

業務費用支出 8,307,331,921
人件費支出 2,766,791,249
物件費等支出 5,040,551,560
支払利息支出 369,484,351
その他の支出 130,504,761

移転費用支出 15,185,496,602
補助金等支出 12,167,829,068
社会保障給付支出 1,399,193,943
他会計への繰出支出 1,569,382,848
その他の支出 49,090,743

業務収入 26,063,041,083
税収等収入 16,950,170,102
国県等補助金収入 6,881,745,339
使用料及び手数料収入 1,395,505,248
その他の収入 835,620,394

臨時支出 72,378,630
災害復旧事業費支出 54,461,430
その他の支出 17,917,200

臨時収入 15,355
業務活動収支 2,497,849,285
【投資活動収支】

投資活動支出 2,621,030,530
公共施設等整備費支出 1,369,624,547
基金積立金支出 668,896,611
投資及び出資金支出 5,632,000
貸付金支出 576,877,372
その他の支出 -

投資活動収入 1,642,089,302
国県等補助金収入 196,177,935
基金取崩収入 723,307,660
貸付金元金回収収入 582,106,900
資産売却収入 53,122,169
その他の収入 87,374,638

投資活動収支 △ 978,941,228
【財務活動収支】

財務活動支出 4,580,965,265
地方債等償還支出 4,548,305,325
その他の支出 32,659,940

財務活動収入 3,240,745,876
地方債等発行収入 3,223,368,333
その他の収入 17,377,543

財務活動収支 △ 1,340,219,389
178,688,668

1,232,348,368
158,300

1,411,195,336

前年度末歳計外現金残高 510
本年度歳計外現金増減額 △ 347,099
本年度末歳計外現金残高 △ 346,589

本年度末現金預金残高 1,410,848,747

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


