
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 67,737,628   固定負債 9,519,661

    有形固定資産 65,024,142     地方債等 6,768,465

      事業用資産 16,969,946     長期未払金 2,212

        土地 4,303,854     退職手当引当金 1,841,923

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 338,522     その他 907,061

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,259,991

        建物 28,633,639     １年内償還予定地方債等 1,016,463

        建物減価償却累計額 -16,944,326     未払金 82,394

        建物減損損失累計額 -     未払費用 5,986

        工作物 2,295,190     前受金 19,426

        工作物減価償却累計額 -1,937,747     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 41,094

        船舶 553     預り金 94,582

        船舶減価償却累計額 -332     その他 44

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,779,651

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 70,453,354

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,312,917

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 280,593

      インフラ資産 47,303,589

        土地 1,638,834

        土地減損損失累計額 -

        建物 663,235

        建物減価償却累計額 -413,051

        建物減損損失累計額 -

        工作物 97,482,058

        工作物減価償却累計額 -52,656,153

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,128,363

        その他減価償却累計額 -946,187

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 406,489

      物品 3,570,576

      物品減価償却累計額 -2,819,969

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,646

      ソフトウェア 20,646

      その他 -

    投資その他の資産 2,692,840

      投資及び出資金 110,850

        有価証券 51,000

        出資金 59,850

        その他 -

      長期延滞債権 16,094

      長期貸付金 232,742

      基金 2,333,942

        減債基金 2,045

        その他 2,331,896

      その他 2,039

      徴収不能引当金 -2,826

  流動資産 4,182,460

    現金預金 1,208,493

    未収金 145,891

    短期貸付金 -

    基金 2,715,725

      財政調整基金 2,140,319

      減債基金 575,407

    棚卸資産 109,527

    その他 6,010

    徴収不能引当金 -3,186

  繰延資産 - 純資産合計 61,140,437

資産合計 71,920,088 負債及び純資産合計 71,920,088

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 13,441,828

    業務費用 7,550,607

      人件費 1,932,294

        職員給与費 1,846,043

        賞与等引当金繰入額 41,481

        退職手当引当金繰入額 -30,477

        その他 75,248

      物件費等 5,421,975

        物件費 2,127,915

        維持補修費 313,334

        減価償却費 2,980,242

        その他 485

      その他の業務費用 196,337

        支払利息 73,626

        徴収不能引当金繰入額 6,012

        その他 116,699

    移転費用 5,891,221

      補助金等 5,307,506

      社会保障給付 559,963

      その他 23,752

  経常収益 1,122,090

    使用料及び手数料 234,557

    その他 887,534

純経常行政コスト 12,319,738

  臨時損失 57,294

    災害復旧事業費 53,733

    資産除売却損 1,925

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,636

  臨時利益 12,910

    資産売却益 12,906

    その他 5

純行政コスト 12,364,121



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 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 61,887,442 72,391,682 -10,504,240 -

  純行政コスト（△） -12,364,121 -12,364,121 -

  財源 11,611,268 11,611,268 -

    税収等 7,849,134 7,849,134 -

    国県等補助金 3,762,134 3,762,134 -

  本年度差額 -752,853 -752,853 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,937,506 1,937,506

    有形固定資産等の増加 1,172,639 -1,172,639

    有形固定資産等の減少 -2,993,022 2,993,022

    貸付金・基金等の増加 183,780 -183,780

    貸付金・基金等の減少 -300,903 300,903

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -229 -229

  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 5,877 -637 6,514 -

  その他 199 43 156

  本年度純資産変動額 -747,006 -1,938,328 1,191,323 -

本年度末純資産残高 61,140,437 70,453,354 -9,312,917 -

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,618,279

    業務費用支出 4,727,053

      人件費支出 2,028,488

      物件費等支出 2,526,150

      支払利息支出 73,626

      その他の支出 98,789

    移転費用支出 5,891,226

      補助金等支出 5,307,506

      社会保障給付支出 559,963

      その他の支出 23,756

  業務収入 12,197,490

    税収等収入 7,776,011

    国県等補助金収入 3,301,633

    使用料及び手数料収入 242,151

    その他の収入 877,695

  臨時支出 54,185

    災害復旧事業費支出 53,733

    その他の支出 452

  臨時収入 43,010

業務活動収支 1,568,035

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,331,056

    公共施設等整備費支出 1,170,630

    基金積立金支出 117,426

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 43,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 623,717

    国県等補助金収入 327,073

    基金取崩収入 206,264

    貸付金元金回収収入 64,158

    資産売却収入 26,222

    その他の収入 -

投資活動収支 -707,339

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,312,852

    地方債等償還支出 1,312,852

    その他の支出 -

  財務活動収入 675,191

    地方債等発行収入 675,191

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 94,177

本年度歳計外現金増減額 -460

本年度末歳計外現金残高 93,717

本年度末現金預金残高 1,208,493

財務活動収支 -637,661

本年度資金収支額 223,035

前年度末資金残高 891,787

比例連結割合変更に伴う差額 -47

本年度末資金残高 1,114,776


