
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 66,572,559   固定負債 8,873,395

    有形固定資産 63,893,922     地方債等 6,352,459

      事業用資産 16,223,027     長期未払金 -

        土地 4,116,041     退職手当引当金 1,630,978

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 338,463     その他 889,958

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,112,298

        建物 27,681,064     １年内償還予定地方債等 941,040

        建物減価償却累計額 -16,431,224     未払金 52,941

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,373,186     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,095,668     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 25,239

        船舶 -     預り金 93,061

        船舶減価償却累計額 -     その他 17

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,985,693

        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 69,268,215

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,660,290

        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 241,166

      インフラ資産 47,166,377

        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 97,135,275

        工作物減価償却累計額 -52,446,582

        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 2,919,793

      物品減価償却累計額 -2,415,276

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 17,639

      ソフトウェア 17,639

      その他 -

    投資その他の資産 2,660,999

      投資及び出資金 140,546

        有価証券 1,000

        出資金 139,546

        その他 -

      長期延滞債権 16,045

      長期貸付金 232,742

      基金 2,274,492

        減債基金 -

        その他 2,274,492

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,826

  流動資産 4,021,059

    現金預金 1,096,197

    未収金 129,195

    短期貸付金 -

    基金 2,695,656

      財政調整基金 2,120,266

      減債基金 575,390

    棚卸資産 103,197

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,186

  繰延資産 - 純資産合計 60,607,925

資産合計 70,593,618 負債及び純資産合計 70,593,618

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 12,505

    その他 -

純行政コスト 10,306,312

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 452

  臨時利益 12,505

  臨時損失 56,110

    災害復旧事業費 53,733

    資産除売却損 1,925

    使用料及び手数料 226,269

    その他 565,186

純経常行政コスト 10,262,707

      社会保障給付 559,923

      その他 8,063

  経常収益 791,455

        その他 68,814

    移転費用 4,432,424

      補助金等 3,864,438

      その他の業務費用 146,010

        支払利息 71,183

        徴収不能引当金繰入額 6,012

        維持補修費 297,922

        減価償却費 2,874,003

        その他 427

        その他 48,939

      物件費等 4,912,521

        物件費 1,740,169

        職員給与費 1,519,509

        賞与等引当金繰入額 25,245

        退職手当引当金繰入額 -30,486

  経常費用 11,054,162

    業務費用 6,621,738

      人件費 1,563,207

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 61,357,431 71,173,079 -9,815,648 -

  純行政コスト（△） -10,306,312 -10,306,312 -

  財源 9,556,651 9,556,651 -

    税収等 6,715,531 6,715,531 -

    国県等補助金 2,841,119 2,841,119 -

  本年度差額 -749,662 -749,662 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,904,864 1,904,864

    有形固定資産等の増加 1,088,042 -1,088,042

    有形固定資産等の減少 -2,889,180 2,889,180

    貸付金・基金等の増加 168,548 -168,548

    貸付金・基金等の減少 -272,275 272,275

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - - -

  その他 156 - 156

  本年度純資産変動額 -749,506 -1,904,864 1,155,358 -

本年度末純資産残高 60,607,925 69,268,215 -8,660,290 -

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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 94,177

本年度歳計外現金増減額 -1,116

本年度末歳計外現金残高 93,061

本年度末現金預金残高 1,096,197

財務活動収支 -617,448

本年度資金収支額 230,024

前年度末資金残高 773,113

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,003,137

    地方債等償還支出 1,239,439

    その他の支出 -

  財務活動収入 621,991

    地方債等発行収入 621,991

    その他の収入 -

    資産売却収入 25,757

    その他の収入 -

投資活動収支 -638,712

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,239,439

    その他の支出 -

  投資活動収入 601,833

    国県等補助金収入 327,073

    基金取崩収入 184,845

    貸付金元金回収収入 64,158

  投資活動支出 1,240,546

    公共施設等整備費支出 1,088,042

    基金積立金支出 109,504

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 43,000

    災害復旧事業費支出 53,733

    その他の支出 452

  臨時収入 43,005

業務活動収支 1,486,184

【投資活動収支】

    税収等収入 6,643,622

    国県等補助金収入 2,380,618

    使用料及び手数料収入 226,902

    その他の収入 566,161

  臨時支出 54,185

    移転費用支出 4,432,424

      補助金等支出 3,864,438

      社会保障給付支出 559,923

      その他の支出 8,063

  業務収入 9,817,304

    業務費用支出 3,887,515

      人件費支出 1,654,246

      物件費等支出 2,113,093

      支払利息支出 71,183

      その他の支出 48,993

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 8,319,939


