
【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 11,109,881   固定負債 2,088,514

    有形固定資産 10,191,927     地方債等 1,626,559

      事業用資産 4,464,110     長期未払金 -

        土地 1,207,384     退職手当引当金 438,503

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 23,452

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 290,268

        建物 5,439,746     １年内償還予定地方債等 219,033

        建物減価償却累計額 -2,608,749     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,063,852     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -642,594     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 30,219

        船舶 -     預り金 24,725

        船舶減価償却累計額 -     その他 16,291

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,378,782

        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 12,285,210

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,176,158

        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 4,470

      インフラ資産 5,354,353

        土地 281,268

        土地減損損失累計額 -

        建物 17,188

        建物減価償却累計額 -16,012

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,125,948

        工作物減価償却累計額 -8,186,168

        工作物減損損失累計額 -

        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 132,128

      物品 1,112,681

      物品減価償却累計額 -739,217

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 916

      ソフトウェア -

      その他 916

    投資その他の資産 917,038

      投資及び出資金 38,266

        有価証券 12,000

        出資金 26,266

        その他 -

      長期延滞債権 2,841

      長期貸付金 -

      基金 876,059

        減債基金 -

        その他 876,059

      その他 -

      徴収不能引当金 -127

  流動資産 1,377,952

    現金預金 200,358

    未収金 2,265

    短期貸付金 -

    基金 1,175,329

      財政調整基金 1,174,893

      減債基金 436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0

  繰延資産 - 純資産合計 10,109,052

資産合計 12,487,833 負債及び純資産合計 12,487,833

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 2,523

    その他 -

純行政コスト 3,478,436

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,523

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 8,664

    その他 45,413

純経常行政コスト 3,480,959

      社会保障給付 954,554

      その他 5,993

  経常収益 54,077

        その他 33,004

    移転費用 1,887,318

      補助金等 618,369

      その他の業務費用 43,518

        支払利息 10,479

        徴収不能引当金繰入額 34

        維持補修費 76,724

        減価償却費 494,007

        その他 1,149

        その他 153,927

      物件費等 1,077,795

        物件費 505,915

        職員給与費 364,727

        賞与等引当金繰入額 30,219

        退職手当引当金繰入額 -22,467

  経常費用 3,535,036

    業務費用 1,647,718

      人件費 526,406

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 10,151,113 12,766,141 -2,615,028 -

  純行政コスト（△） -3,478,436 -3,478,436 -

  財源 3,423,669 3,423,669 -

    税収等 2,582,917 2,582,917 -

    国県等補助金 840,752 840,752 -

  本年度差額 -54,767 -54,767 -

  固定資産等の変動（内部変動） -480,930 480,930

    有形固定資産等の増加 215,022 -215,022

    有形固定資産等の減少 -494,008 494,008

    貸付金・基金等の増加 383,366 -383,366

    貸付金・基金等の減少 -585,310 585,310

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 12,706 0 12,706

  本年度純資産変動額 -42,061 -480,931 438,869 -

本年度末純資産残高 10,109,052 12,285,210 -2,176,158 -

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 24,917

本年度歳計外現金増減額 -192

本年度末歳計外現金残高 24,725

本年度末現金預金残高 200,358

財務活動収支 -469,793

本年度資金収支額 -60,336

前年度末資金残高 235,969

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 175,633

    地方債等償還支出 744,048

    その他の支出 16,645

  財務活動収入 290,900

    地方債等発行収入 290,900

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,524

    その他の収入 20,500

投資活動収支 117,450

【財務活動収支】

  財務活動支出 760,693

    その他の支出 20,500

  投資活動収入 709,724

    国県等補助金収入 121,912

    基金取崩収入 564,788

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 592,275

    公共施設等整備費支出 215,022

    基金積立金支出 346,753

    投資及び出資金支出 10,000

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 292,007

【投資活動収支】

    税収等収入 2,582,560

    国県等補助金収入 718,840

    使用料及び手数料収入 8,663

    その他の収入 45,413

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,887,318

      補助金等支出 618,369

      社会保障給付支出 954,554

      その他の支出 5,993

  業務収入 3,355,475

    業務費用支出 1,176,150

      人件費支出 548,878

      物件費等支出 592,382

      支払利息支出 10,479

      その他の支出 24,410

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 3,063,467


