
【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 17,742,243   固定負債 5,948,028

    有形固定資産 16,395,649     地方債等 4,493,298

      事業用資産 7,704,385     長期未払金 -

        土地 2,463,216     退職手当引当金 716,347

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 738,383

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 796,336

        建物 10,481,115     １年内償還予定地方債等 650,446

        建物減価償却累計額 -6,082,576     未払金 95,077

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 50,560     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -9,199     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 47,899

        船舶 -     預り金 2,115

        船舶減価償却累計額 -     その他 800

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,744,365

        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 18,409,685

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,369,602

        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 801,270

      インフラ資産 8,541,093

        土地 117,220

        土地減損損失累計額 -

        建物 139,793

        建物減価償却累計額 -44,164

        建物減損損失累計額 -

        工作物 21,329,202

        工作物減価償却累計額 -13,053,805

        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 52,847

      物品 799,936

      物品減価償却累計額 -649,765

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 9,324

      ソフトウェア 9,324

      その他 -

    投資その他の資産 1,337,270

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      長期延滞債権 52,704

      長期貸付金 -

      基金 1,145,308

        減債基金 115,001

        その他 1,030,307

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,610

  流動資産 2,042,205

    現金預金 1,015,587

    未収金 357,910

    短期貸付金 -

    基金 667,442

      財政調整基金 667,442

      減債基金 -

    棚卸資産 2,443

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,177

  繰延資産 - 純資産合計 13,040,083

資産合計 19,784,447 負債及び純資産合計 19,784,447

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 7,730

    その他 22

純行政コスト 4,991,499

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 174

  臨時利益 7,753

  臨時損失 68,975

    災害復旧事業費 54,356

    資産除売却損 14,446

    使用料及び手数料 268,644

    その他 143,560

純経常行政コスト 4,930,276

      社会保障給付 450,882

      その他 38,668

  経常収益 412,204

        その他 12,945

    移転費用 2,696,615

      補助金等 2,207,065

      その他の業務費用 37,596

        支払利息 30,807

        徴収不能引当金繰入額 -6,155

        維持補修費 144,497

        減価償却費 692,033

        その他 5,520

        その他 295,539

      物件費等 1,552,023

        物件費 709,974

        職員給与費 713,644

        賞与等引当金繰入額 47,481

        退職手当引当金繰入額 -418

  経常費用 5,342,481

    業務費用 2,645,866

      人件費 1,056,246

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 13,049,653 18,302,818 -5,253,164 -

  純行政コスト（△） -4,991,499 -4,991,499 -

  財源 5,226,294 5,226,294 -

    税収等 3,367,308 3,367,308 -

    国県等補助金 1,858,987 1,858,987 -

  本年度差額 234,796 234,796 -

  固定資産等の変動（内部変動） 121,589 -121,589

    有形固定資産等の増加 1,225,537 -1,225,537

    有形固定資産等の減少 -706,478 706,478

    貸付金・基金等の増加 138,049 -138,049

    貸付金・基金等の減少 -535,518 535,518

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -17,722 -17,722

  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 -226,644 3,000 -229,644

  本年度純資産変動額 -9,571 106,867 -116,438 -

本年度末純資産残高 13,040,083 18,409,685 -5,369,602 -

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 2,036

本年度歳計外現金増減額 78

本年度末歳計外現金残高 2,115

本年度末現金預金残高 1,015,587

財務活動収支 -25,610

本年度資金収支額 54,805

前年度末資金残高 958,668

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,013,472

    地方債等償還支出 599,904

    その他の支出 -

  財務活動収入 574,294

    地方債等発行収入 574,294

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,581

    その他の収入 -

投資活動収支 -358,695

【財務活動収支】

  財務活動支出 599,904

    その他の支出 -

  投資活動収入 915,472

    国県等補助金収入 383,605

    基金取崩収入 494,285

    貸付金元金回収収入 30,000

  投資活動支出 1,274,167

    公共施設等整備費支出 1,136,249

    基金積立金支出 107,918

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 30,000

    災害復旧事業費支出 54,356

    その他の支出 174

  臨時収入 25,644

業務活動収支 439,110

【投資活動収支】

    税収等収入 3,360,237

    国県等補助金収入 1,374,558

    使用料及び手数料収入 268,737

    その他の収入 125,516

  臨時支出 54,530

    移転費用支出 2,696,615

      補助金等支出 2,207,065

      社会保障給付支出 450,882

      その他の支出 38,668

  業務収入 5,129,049

    業務費用支出 1,964,439

      人件費支出 1,058,973

      物件費等支出 861,784

      支払利息支出 30,807

      その他の支出 12,875

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 4,661,054


