
【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 12,085,233   固定負債 2,297,875

    有形固定資産 11,026,102     地方債等 1,741,594

      事業用資産 5,271,690     長期未払金 -

        土地 1,379,671     退職手当引当金 532,007

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 24,274

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 316,182

        建物 6,266,201     １年内償還予定地方債等 237,082

        建物減価償却累計額 -2,941,971     未払金 0

        建物減損損失累計額 -     未払費用 44

        工作物 1,579,292     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,025,507     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 37,407

        船舶 -     預り金 25,150

        船舶減価償却累計額 -     その他 16,499

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,614,058

        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 13,295,229

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,260,510

        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 32,306

        その他減価償却累計額 -22,786

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 4,483

      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 1,184,653

      物品減価償却累計額 -784,594

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 978

      ソフトウェア 62

      その他 916

    投資その他の資産 1,058,153

      投資及び出資金 20,886

        有価証券 12,000

        出資金 8,886

        その他 -

      長期延滞債権 2,875

      長期貸付金 -

      基金 1,028,670

        減債基金 -

        その他 1,028,670

      その他 5,850

      徴収不能引当金 -129

  流動資産 1,563,544

    現金預金 326,668

    未収金 2,295

    短期貸付金 -

    基金 1,209,997

      財政調整基金 1,209,561

      減債基金 436

    棚卸資産 5,115

    その他 19,470

    徴収不能引当金 0

  繰延資産 - 純資産合計 11,034,719

資産合計 13,648,777 負債及び純資産合計 13,648,777

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 2,747

    その他 238

純行政コスト 3,987,477

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 237

  臨時利益 2,985

  臨時損失 237

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 23,541

    その他 73,172

純経常行政コスト 3,990,224

      社会保障給付 1,455,064

      その他 6,240

  経常収益 96,713

        その他 45,125

    移転費用 2,076,397

      補助金等 306,692

      その他の業務費用 56,576

        支払利息 11,417

        徴収不能引当金繰入額 34

        維持補修費 91,549

        減価償却費 544,011

        その他 17,511

        その他 169,145

      物件費等 1,232,252

        物件費 579,181

        職員給与費 481,467

        賞与等引当金繰入額 37,407

        退職手当引当金繰入額 33,694

  経常費用 4,086,938

    業務費用 2,010,541

      人件費 721,714

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 11,093,502 13,791,893 -2,698,390 -

  純行政コスト（△） -3,987,477 -3,987,477 -

  財源 3,899,570 3,899,570 -

    税収等 2,837,328 2,837,328 -

    国県等補助金 1,062,242 1,062,242 -

  本年度差額 -87,907 -87,907 -

  固定資産等の変動（内部変動） -503,715 503,715

    有形固定資産等の増加 236,048 -236,048

    有形固定資産等の減少 -544,093 544,093

    貸付金・基金等の増加 401,501 -401,501

    貸付金・基金等の減少 -597,171 597,171

  資産評価差額 -768 -768

  無償所管換等 306 306

  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 -662 1,691 -2,353 -

  その他 30,248 5,822 24,425

  本年度純資産変動額 -58,783 -496,663 437,880 -

本年度末純資産残高 11,034,719 13,295,229 -2,260,510 -

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 25,829

本年度歳計外現金増減額 -680

本年度末歳計外現金残高 25,150

本年度末現金預金残高 326,668

財務活動収支 -475,933

本年度資金収支額 -47,825

前年度末資金残高 350,099

比例連結割合変更に伴う差額 -756

本年度末資金残高 301,518

    地方債等償還支出 763,981

    その他の支出 16,924

  財務活動収入 304,972

    地方債等発行収入 304,972

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,770

    その他の収入 20,500

投資活動収支 95,889

【財務活動収支】

  財務活動支出 780,905

    その他の支出 20,500

  投資活動収入 721,935

    国県等補助金収入 122,016

    基金取崩収入 576,649

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 626,046

    公共施設等整備費支出 230,700

    基金積立金支出 364,846

    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 12

業務活動収支 332,219

【投資活動収支】

    税収等収入 2,812,527

    国県等補助金収入 940,226

    使用料及び手数料収入 23,540

    その他の収入 94,635

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,116,375

      補助金等支出 306,734

      社会保障給付支出 1,455,064

      その他の支出 46,175

  業務収入 3,870,928

    業務費用支出 1,422,345

      人件費支出 689,590

      物件費等支出 684,196

      支払利息支出 11,417

      その他の支出 37,143

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 3,538,721


