
【様式第1号】

（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 138,109,136   固定負債 36,589,327

    有形固定資産 133,065,119     地方債等 30,371,628

      事業用資産 41,543,515     長期未払金 -

        土地 23,862,838     退職手当引当金 3,002,660

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 3,215,039

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,663,616

        建物 52,270,481     １年内償還予定地方債等 2,573,031

        建物減価償却累計額 -35,536,560     未払金 435,625

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,531,400     前受金 1,730

        工作物減価償却累計額 -729,332     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 416,427

        船舶 -     預り金 59,286

        船舶減価償却累計額 -     その他 177,517

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 40,252,942

        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 142,160,385

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -36,091,163

        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 1,187,209

        その他減価償却累計額 -1,168,495

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 125,976

      インフラ資産 88,927,210

        土地 7,083,147

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,185,237

        建物減価償却累計額 -2,690,543

        建物減損損失累計額 -

        工作物 180,043,115

        工作物減価償却累計額 -104,181,088

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,403,491

        その他減価償却累計額 -764,597

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,848,446

      物品 8,016,879

      物品減価償却累計額 -5,422,485

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 11,100

      ソフトウェア 3,185

      その他 7,914

    投資その他の資産 5,032,917

      投資及び出資金 161,091

        有価証券 129,331

        出資金 31,760

        その他 -

      長期延滞債権 859,133

      長期貸付金 21,610

      基金 4,042,585

        減債基金 -

        その他 4,042,585

      その他 59,396

      徴収不能引当金 -110,899

  流動資産 8,213,028

    現金預金 2,837,932

    未収金 1,184,847

    短期貸付金 -

    基金 4,051,249

      財政調整基金 3,584,739

      減債基金 466,510

    棚卸資産 173,248

    その他 1,541

    徴収不能引当金 -35,789

  繰延資産 - 純資産合計 106,069,221

資産合計 146,322,164 負債及び純資産合計 146,322,164

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 1,062

    その他 167,577

純行政コスト 39,797,349

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 44,444

  臨時利益 168,639

  臨時損失 66,601

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,157

    使用料及び手数料 6,063,073

    その他 1,309,722

純経常行政コスト 39,899,387

      社会保障給付 11,506,666

      その他 56,685

  経常収益 7,372,795

        その他 707,826

    移転費用 25,262,375

      補助金等 13,699,023

      その他の業務費用 1,206,812

        支払利息 422,542

        徴収不能引当金繰入額 76,444

        維持補修費 695,297

        減価償却費 5,138,197

        その他 856

        その他 1,465,225

      物件費等 13,916,907

        物件費 8,082,558

        職員給与費 4,851,023

        賞与等引当金繰入額 386,199

        退職手当引当金繰入額 183,642

  経常費用 47,272,182

    業務費用 22,009,807

      人件費 6,886,088

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】

（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 108,378,596 144,590,764 -36,212,167 -

  純行政コスト（△） -39,797,349 -39,797,349 -

  財源 37,430,915 37,430,915 -

    税収等 27,948,625 27,948,625 -

    国県等補助金 9,482,290 9,482,290 -

  本年度差額 -2,366,434 -2,366,434 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,448,407 2,448,407

    有形固定資産等の増加 2,236,786 -2,236,786

    有形固定資産等の減少 -5,160,228 5,160,228

    貸付金・基金等の増加 1,918,752 -1,918,752

    貸付金・基金等の減少 -1,443,718 1,443,718

  資産評価差額 -8,652 -8,652

  無償所管換等 44,632 44,632

  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 5,225 4,589 635 -

  その他 15,853 -22,542 38,395

  本年度純資産変動額 -2,309,375 -2,430,379 121,004 -

本年度末純資産残高 106,069,221 142,160,385 -36,091,163 -

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 49,666

本年度歳計外現金増減額 -7,971

本年度末歳計外現金残高 41,696

本年度末現金預金残高 2,837,932

財務活動収支 -996,940

本年度資金収支額 -356,083

前年度末資金残高 3,146,692

比例連結割合変更に伴う差額 5,627

本年度末資金残高 2,796,236

    地方債等償還支出 2,828,431

    その他の支出 174,758

  財務活動収入 2,006,249

    地方債等発行収入 2,006,249

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,062

    その他の収入 48,389

投資活動収支 -1,906,045

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,003,189

    その他の支出 762

  投資活動収入 1,512,578

    国県等補助金収入 112,763

    基金取崩収入 1,323,314

    貸付金元金回収収入 27,050

  投資活動支出 3,418,623

    公共施設等整備費支出 2,118,234

    基金積立金支出 1,270,747

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 28,880

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 44,444

  臨時収入 167,577

業務活動収支 2,546,902

【投資活動収支】

    税収等収入 27,803,721

    国県等補助金収入 9,369,527

    使用料及び手数料収入 6,118,374

    その他の収入 1,292,359

  臨時支出 44,444

    移転費用支出 25,262,375

      補助金等支出 13,699,023

      社会保障給付支出 11,506,666

      その他の支出 56,685

  業務収入 44,583,981

    業務費用支出 16,897,837

      人件費支出 7,024,823

      物件費等支出 8,757,547

      支払利息支出 422,524

      その他の支出 692,944

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 42,160,212


