
【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 169,553,915   固定負債 71,391,722

    有形固定資産 157,101,948     地方債等 64,520,863

      事業用資産 57,085,650     長期未払金 -

        土地 16,274,307     退職手当引当金 4,249,719

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 7,900

        立木竹 627     その他 2,613,240

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,612,638

        建物 76,389,364     １年内償還予定地方債等 5,325,295

        建物減価償却累計額 -38,809,163     未払金 725,562

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,752

        工作物 10,221,675     前受金 7,941

        工作物減価償却累計額 -7,300,919     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 337,937

        船舶 -     預り金 173,253

        船舶減価償却累計額 -     その他 37,898

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 78,004,360

        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 172,122,724

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -73,211,296

        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 3,320

        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 306,438

      インフラ資産 96,985,909

        土地 4,888,515

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,576,297

        建物減価償却累計額 -1,992,089

        建物減損損失累計額 -

        工作物 191,123,858

        工作物減価償却累計額 -106,422,156

        工作物減損損失累計額 -

        その他 14,593,808

        その他減価償却累計額 -10,413,443

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 631,118

      物品 5,486,751

      物品減価償却累計額 -2,456,361

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 853,826

      ソフトウェア 192,191

      その他 661,635

    投資その他の資産 11,598,141

      投資及び出資金 430,509

        有価証券 20,000

        出資金 410,509

        その他 -

      長期延滞債権 880,596

      長期貸付金 13,467

      基金 10,157,412

        減債基金 2,137,206

        その他 8,020,206

      その他 190,349

      徴収不能引当金 -65,593

  流動資産 7,361,461

    現金預金 3,989,223

    未収金 589,071

    短期貸付金 -

    基金 2,568,809

      財政調整基金 3,441,960

      減債基金 -873,151

    棚卸資産 191,897

    その他 24,840

    徴収不能引当金 -2,379

  繰延資産 412 純資産合計 98,911,428

資産合計 176,915,788 負債及び純資産合計 176,915,788

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）

    資産売却益 2,043

    その他 -

純行政コスト 38,850,270

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 169,310

  臨時利益 2,043

  臨時損失 571,372

    災害復旧事業費 141,086

    資産除売却損 260,975

    使用料及び手数料 3,034,350

    その他 2,611,473

純経常行政コスト 38,280,942

      社会保障給付 3,324,764

      その他 209,355

  経常収益 5,645,823

        その他 796,861

    移転費用 23,576,611

      補助金等 19,506,455

      その他の業務費用 1,762,015

        支払利息 919,516

        徴収不能引当金繰入額 45,638

        維持補修費 611,770

        減価償却費 6,653,011

        その他 120,474

        その他 1,002,226

      物件費等 14,047,658

        物件費 6,662,402

        職員給与費 3,216,532

        賞与等引当金繰入額 328,166

        退職手当引当金繰入額 -6,443

  経常費用 43,926,765

    業務費用 20,350,154

      人件費 4,540,481

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：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 99,432,844 176,474,616 -77,041,772 -

  純行政コスト（△） -38,850,270 -38,850,270 -

  財源 38,569,565 38,569,565 -

    税収等 25,043,902 25,043,902 -

    国県等補助金 13,525,663 13,525,663 -

  本年度差額 -280,705 -280,705 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,353,033 4,353,033

    有形固定資産等の増加 3,446,438 -3,446,438

    有形固定資産等の減少 -7,736,782 7,736,782

    貸付金・基金等の増加 1,429,611 -1,428,983

    貸付金・基金等の減少 -1,492,299 1,491,672

  資産評価差額 -924 -924

  無償所管換等 380,901 380,901

  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 14,315 -340,922 355,237 -

  その他 -635,003 -37,915 -597,089

  本年度純資産変動額 -521,416 -4,351,892 3,830,476 -

本年度末純資産残高 98,911,428 172,122,724 -73,211,296 -

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）

前年度末歳計外現金残高 127,949

本年度歳計外現金増減額 26,116

本年度末歳計外現金残高 154,066

本年度末現金預金残高 3,989,223

財務活動収支 -2,148,285

本年度資金収支額 -90,352

前年度末資金残高 3,927,318

比例連結割合変更に伴う差額 -1,809

本年度末資金残高 3,835,157

    地方債等償還支出 6,104,356

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 3,961,088

    地方債等発行収入 3,961,088

    その他の収入 -

    資産売却収入 11,720

    その他の収入 204,553

投資活動収支 -2,163,256

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,109,373

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,345,363

    国県等補助金収入 689,853

    基金取崩収入 1,437,989

    貸付金元金回収収入 1,246

  投資活動支出 4,508,618

    公共施設等整備費支出 3,245,682

    基金積立金支出 1,300,500

    投資及び出資金支出 -37,563

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 141,086

    その他の支出 321,821

  臨時収入 13,089

業務活動収支 4,221,188

【投資活動収支】

    税収等収入 23,837,032

    国県等補助金収入 13,316,809

    使用料及び手数料収入 2,906,624

    その他の収入 1,947,480

  臨時支出 462,907

    移転費用支出 23,576,189

      補助金等支出 19,507,290

      社会保障給付支出 4,903,445

      その他の支出 208,098

  業務収入 42,007,945

    業務費用支出 13,760,750

      人件費支出 4,672,398

      物件費等支出 7,367,688

      支払利息支出 919,516

      その他の支出 801,147

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 37,336,939


