
【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 137,877,871   固定負債 36,534,517

    有形固定資産 133,030,450     地方債等 30,306,910

      事業用資産 41,509,275     長期未払金 -

        土地 23,837,355     退職手当引当金 2,977,665

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 35,100

        立木竹 -     その他 3,214,841

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,623,018

        建物 52,026,193     １年内償還予定地方債等 2,569,049

        建物減価償却累計額 -35,298,833     未払金 406,317

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,513,297     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -713,426     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 415,081

        船舶 -     預り金 55,147

        船舶減価償却累計額 -     その他 177,424

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 40,157,535

        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 141,926,830

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -36,478,417

        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 18,713

        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 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 8,015,453

      物品減価償却累計額 -5,421,488

      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 4,836,321

      投資及び出資金 172,091

        有価証券 129,331

        出資金 42,760

        その他 -

      長期延滞債権 859,017

      長期貸付金 21,610

      基金 3,846,099

        減債基金 -

        その他 3,846,099

      その他 48,396

      徴収不能引当金 -110,892

  流動資産 7,728,076

    現金預金 2,493,681

    未収金 1,184,646

    短期貸付金 -

    基金 4,048,959

      財政調整基金 3,582,448

      減債基金 466,510

    棚卸資産 35,765

    その他 807

    徴収不能引当金 -35,782

  繰延資産 - 純資産合計 105,448,413

資産合計 145,605,947 負債及び純資産合計 145,605,947

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 237,452

純行政コスト 32,854,335

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 44,444

  臨時利益 238,514

  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 6,060,157

    その他 911,895

純経常行政コスト 33,026,248

      社会保障給付 4,333,858

      その他 56,641

  経常収益 6,972,053

        その他 510,256

    移転費用 18,668,075

      補助金等 14,277,576

      その他の業務費用 1,009,026

        支払利息 422,330

        徴収不能引当金繰入額 76,440

        維持補修費 668,774

        減価償却費 5,130,880

        その他 853

        その他 1,457,977

      物件費等 13,580,230

        物件費 7,779,723

        職員給与費 4,716,572

        賞与等引当金繰入額 384,853

        退職手当引当金繰入額 181,568

  経常費用 39,998,301

    業務費用 21,330,226

      人件費 6,740,970

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 107,676,901 144,355,818 -36,678,917 -

  純行政コスト（△） -32,854,335 -32,854,335 -

  財源 30,574,227 30,574,227 -

    税収等 24,186,103 24,186,103 -

    国県等補助金 6,388,124 6,388,124 -

  本年度差額 -2,280,108 -2,280,108 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,442,213 2,442,213

    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 -5,152,911 5,152,911

    貸付金・基金等の増加 1,917,606 -1,917,606

    貸付金・基金等の減少 -1,443,694 1,443,694

  資産評価差額 -8,360 -8,360

  無償所管換等 44,341 44,341

  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 15,639 -22,756 38,395

  本年度純資産変動額 -2,228,488 -2,428,988 200,500 -

本年度末純資産残高 105,448,413 141,926,830 -36,478,417 -

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 49,527

本年度歳計外現金増減額 -7,985

本年度末歳計外現金残高 41,542

本年度末現金預金残高 2,493,681

財務活動収支 -937,095

本年度資金収支額 -270,754

前年度末資金残高 2,722,893

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,452,139

    地方債等償還支出 2,541,948

    その他の支出 174,664

  財務活動収入 1,779,518

    地方債等発行収入 1,779,518

    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 -1,904,947

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,716,613

    その他の支出 -

  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 3,417,526

    公共施設等整備費支出 2,118,234

    基金積立金支出 1,270,412

    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 2,571,288

【投資活動収支】

    税収等収入 24,041,199

    国県等補助金収入 6,275,361

    使用料及び手数料収入 6,115,458

    その他の収入 905,204

  臨時支出 44,444

    移転費用支出 18,668,075

      補助金等支出 14,277,576

      社会保障給付支出 4,333,858

      その他の支出 56,641

  業務収入 37,337,222

    業務費用支出 16,220,992

      人件費支出 6,881,824

      物件費等支出 8,426,930

      支払利息支出 422,312

      その他の支出 489,925

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 34,889,067


