
【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 19,733,193   固定負債 6,317,738

    有形固定資産 18,037,820     地方債等 4,639,697

      事業用資産 9,313,872     長期未払金 -

        土地 2,501,047     退職手当引当金 839,797

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 838,245

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 835,506

        建物 12,494,405     １年内償還予定地方債等 676,272

        建物減価償却累計額 -6,860,396     未払金 95,346

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 367,477     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -162,440     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 59,634

        船舶 -     預り金 3,091

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,163

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,153,245

        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 20,433,021

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,556,171

        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 973,780

      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 945,881

      物品減価償却累計額 -763,026

      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 1,686,049

      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 63,228

      長期貸付金 -

      基金 1,482,464

        減債基金 115,001

        その他 1,367,463

      その他 1,349

      徴収不能引当金 -18,860

  流動資産 2,296,902

    現金預金 1,171,666

    未収金 361,588

    短期貸付金 -

    基金 699,829

      財政調整基金 698,012

      減債基金 1,816

    棚卸資産 32,369

    その他 32,670

    徴収不能引当金 -1,218

  繰延資産 - 純資産合計 14,876,850

資産合計 22,030,095 負債及び純資産合計 22,030,095

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 7,730

    その他 22

純行政コスト 7,778,899

    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 71,136

    災害復旧事業費 54,356

    資産除売却損 16,606

    使用料及び手数料 333,423

    その他 179,230

純経常行政コスト 7,715,516

      社会保障給付 1,730,187

      その他 47,471

  経常収益 512,654

        その他 50,622

    移転費用 5,061,861

      補助金等 3,284,203

      その他の業務費用 75,984

        支払利息 31,358

        徴収不能引当金繰入額 -5,996

        維持補修費 184,907

        減価償却費 770,775

        その他 16,623

        その他 322,835

      物件費等 1,853,985

        物件費 881,679

        職員給与費 851,754

        賞与等引当金繰入額 59,066

        退職手当引当金繰入額 2,684

  経常費用 8,228,170

    業務費用 3,166,309

      人件費 1,236,340

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 14,429,227 19,921,344 -5,492,117 -

  純行政コスト（△） -7,778,899 -7,778,899 -

  財源 8,053,931 8,053,931 -

    税収等 5,188,241 5,188,241 -

    国県等補助金 2,865,689 2,865,689 -

  本年度差額 275,031 275,031 -

  固定資産等の変動（内部変動） 49,100 -49,100

    有形固定資産等の増加 1,242,071 -1,242,071

    有形固定資産等の減少 -779,649 779,649

    貸付金・基金等の増加 146,330 -146,330

    貸付金・基金等の減少 -559,652 559,652

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -16,518 -16,518

  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 199,487 154,175 45,312 -

  その他 -10,377 324,921 -335,298

  本年度純資産変動額 447,624 511,678 -64,054 -

本年度末純資産残高 14,876,850 20,433,021 -5,556,171 -

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 2,646

本年度歳計外現金増減額 398

本年度末歳計外現金残高 3,044

本年度末現金預金残高 1,171,666

財務活動収支 -54,285

本年度資金収支額 69,922

前年度末資金残高 1,092,861

比例連結割合変更に伴う差額 5,839

本年度末資金残高 1,168,622

    地方債等償還支出 624,832

    その他の支出 4,875

  財務活動収入 575,422

    地方債等発行収入 575,422

    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 -433,874

【財務活動収支】

  財務活動支出 629,707

    その他の支出 -

  投資活動収入 938,741

    国県等補助金収入 384,840

    基金取崩収入 516,320

    貸付金元金回収収入 30,000

  投資活動支出 1,372,615

    公共施設等整備費支出 1,219,045

    基金積立金支出 123,570

    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 25,674

業務活動収支 558,082

【投資活動収支】

    税収等収入 5,180,462

    国県等補助金収入 2,380,027

    使用料及び手数料収入 333,518

    その他の収入 152,341

  臨時支出 54,530

    移転費用支出 5,061,781

      補助金等支出 3,284,201

      社会保障給付支出 1,730,187

      その他の支出 47,393

  業務収入 8,046,348

    業務費用支出 2,397,629

      人件費支出 1,232,705

      物件費等支出 1,082,992

      支払利息支出 31,409

      その他の支出 50,524

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 7,459,410


