
【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 144,719,149   固定負債 60,144,090

    有形固定資産 127,075,234     地方債等 55,597,545

      事業用資産 53,225,469     長期未払金 -

        土地 15,674,878     退職手当引当金 4,335,580

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 627     その他 210,964

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,597,719

        建物 69,681,542     １年内償還予定地方債等 4,545,487

        建物減価償却累計額 -35,143,389     未払金 571,915

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,444,783     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,741,505     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 288,503

        船舶 -     預り金 153,917

        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 65,741,809

        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 147,155,360

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -63,351,074

        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 305,213

      インフラ資産 71,180,478

        土地 4,133,714

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,456,124

        建物減価償却累計額 -1,410,924

        建物減損損失累計額 -

        工作物 151,563,078

        工作物減価償却累計額 -90,008,053

        工作物減損損失累計額 -

        その他 10,253,687

        その他減価償却累計額 -7,286,330

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 479,183

      物品 4,450,482

      物品減価償却累計額 -1,781,196

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 273,015

      ソフトウェア 191,826

      その他 81,190

    投資その他の資産 17,370,899

      投資及び出資金 6,849,393

        有価証券 20,000

        出資金 6,829,393

        その他 -

      長期延滞債権 878,724

      長期貸付金 13,467

      基金 9,702,167

        減債基金 2,137,206

        その他 7,564,961

      その他 1,342

      徴収不能引当金 -65,593

  流動資産 4,826,946

    現金預金 1,866,451

    未収金 359,343

    短期貸付金 -

    基金 2,436,211

      財政調整基金 3,309,362

      減債基金 -873,151

    棚卸資産 164,946

    その他 9

    徴収不能引当金 -15

  繰延資産 - 純資産合計 83,804,286

資産合計 149,546,095 負債及び純資産合計 149,546,095

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 1,853

    その他 -

純行政コスト 32,708,172

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 168,237

  臨時利益 1,853

  臨時損失 570,299

    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 1,499,600

    その他 1,795,993

純経常行政コスト 32,139,726

      社会保障給付 3,312,182

      その他 177,369

  経常収益 3,295,593

        その他 679,701

    移転費用 18,713,037

      補助金等 14,687,449

      その他の業務費用 1,525,248

        支払利息 801,485

        徴収不能引当金繰入額 44,061

        維持補修費 437,846

        減価償却費 5,696,148

        その他 117,136

        その他 976,061

      物件費等 11,320,314

        物件費 5,069,184

        職員給与費 2,424,293

        賞与等引当金繰入額 286,219

        退職手当引当金繰入額 190,147

  経常費用 35,435,319

    業務費用 16,722,282

      人件費 3,876,720

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 84,759,934 150,559,317 -65,799,382 -

  純行政コスト（△） -32,708,172 -32,708,172 -

  財源 32,089,559 32,089,559 -

    税収等 21,676,145 21,676,145 -

    国県等補助金 10,413,415 10,413,415 -

  本年度差額 -618,613 -618,613 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,706,888 3,706,888

    有形固定資産等の増加 2,788,057 -2,788,057

    有形固定資産等の減少 -6,394,890 6,394,890

    貸付金・基金等の増加 1,333,648 -1,333,020

    貸付金・基金等の減少 -1,433,702 1,433,075

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 302,930 302,930

  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 -639,966 - -639,966

  本年度純資産変動額 -955,648 -3,403,957 2,448,309 -

本年度末純資産残高 83,804,286 147,155,360 -63,351,074 -

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 127,885

本年度歳計外現金増減額 26,032

本年度末歳計外現金残高 153,917

本年度末現金預金残高 1,866,451

財務活動収支 -1,718,287

本年度資金収支額 -47,698

前年度末資金残高 1,760,233

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,712,535

    地方債等償還支出 5,352,670

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 3,639,400

    地方債等発行収入 3,639,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 11,530

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,909,509

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,357,687

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,056,995

    国県等補助金収入 664,827

    基金取崩収入 1,379,392

    貸付金元金回収収入 1,246

  投資活動支出 3,966,504

    公共施設等整備費支出 2,737,362

    基金積立金支出 1,206,305

    投資及び出資金支出 22,837

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 141,086

    その他の支出 320,748

  臨時収入 13,089

業務活動収支 3,580,097

【投資活動収支】

    税収等収入 20,956,960

    国県等補助金収入 10,229,587

    使用料及び手数料収入 1,483,076

    その他の収入 1,159,019

  臨時支出 461,834

    移転費用支出 18,713,037

      補助金等支出 14,687,449

      社会保障給付支出 4,890,863

      その他の支出 177,369

  業務収入 33,828,643

    業務費用支出 11,086,764

      人件費支出 3,827,456

      物件費等支出 5,764,227

      支払利息支出 801,485

      その他の支出 693,595

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 29,799,801


