
【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 184,930,563   固定負債 33,997,962

    有形固定資産 172,379,203     地方債等 24,855,778

      事業用資産 57,304,518     長期未払金 -

        土地 19,310,066     退職手当引当金 6,463,666

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,645

        立木竹 -     その他 2,674,873

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,082,804

        建物 95,755,196     １年内償還予定地方債等 3,032,094

        建物減価償却累計額 -58,870,195     未払金 400,899

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,485,929     前受金 781

        工作物減価償却累計額 -1,717,790     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 386,326

        船舶 -     預り金 323,207

        船舶減価償却累計額 -     その他 939,496

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 39,080,766

        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 192,631,727

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -34,469,319

        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 4,095

        その他減価償却累計額 -2,457

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 339,673

      インフラ資産 113,286,730

        土地 17,336,799

        土地減損損失累計額 -

        建物 434,960

        建物減価償却累計額 -175,068

        建物減損損失累計額 -

        工作物 220,882,599

        工作物減価償却累計額 -126,357,393

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,613,330

        その他減価償却累計額 -1,135,980

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 687,482

      物品 4,923,978

      物品減価償却累計額 -3,136,023

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 204,005

      ソフトウェア 202,717

      その他 1,288

    投資その他の資産 12,347,355

      投資及び出資金 574,860

        有価証券 -

        出資金 574,860

        その他 -

      長期延滞債権 558,775

      長期貸付金 671,646

      基金 10,586,610

        減債基金 -

        その他 10,586,610

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,535

  流動資産 12,312,612

    現金預金 4,358,925

    未収金 247,444

    短期貸付金 22,348

    基金 7,678,817

      財政調整基金 7,678,817

      減債基金 -

    棚卸資産 5,656

    その他 -

    徴収不能引当金 -578

  繰延資産 - 純資産合計 158,162,408

資産合計 197,243,175 負債及び純資産合計 197,243,175

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計名：全体会計 （単位：千円）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

全体行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 39,730,226

    業務費用 22,893,863

      人件費 6,179,005

        職員給与費 4,427,764

        賞与等引当金繰入額 384,257

        退職手当引当金繰入額 213,485

        その他 1,153,499

      物件費等 16,086,695

        物件費 6,880,511

        維持補修費 1,498,265

        減価償却費 7,707,919

        その他 -

      その他の業務費用 628,163

        支払利息 304,327

        徴収不能引当金繰入額 44,937

        その他 278,899

    移転費用 16,836,363

      補助金等 8,833,261

      社会保障給付 7,876,689

      その他 126,412

  経常収益 3,324,967

    使用料及び手数料 2,392,517

    その他 932,450

純経常行政コスト 36,405,259

  臨時損失 100,726

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 100,726

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 36,808

    資産売却益 36,201

    その他 608

純行政コスト 36,469,177



【様式第3号】

会計名：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 160,325,789 197,073,838 -36,748,049 -

  純行政コスト（△） -36,469,177 -36,469,177 -

  財源 34,520,726 34,520,726 -

    税収等 25,100,086 25,100,086 -

    国県等補助金 9,420,640 9,420,640 -

  本年度差額 -1,948,451 -1,948,451 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,227,181 4,227,181

    有形固定資産等の増加 3,184,279 -3,184,279

    有形固定資産等の減少 -7,818,942 7,818,942

    貸付金・基金等の増加 1,507,877 -1,507,877

    貸付金・基金等の減少 -1,100,395 1,100,395

  資産評価差額 -17,294 -17,294

  無償所管換等 -197,635 -197,635

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -2,163,380 -4,442,110 2,278,730 -

本年度末純資産残高 158,162,408 192,631,727 -34,469,319 -

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

全体純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

会計名：全体会計 （単位：千円）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

全体資金収支計算書
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 32,146,616

    業務費用支出 15,310,253

      人件費支出 6,359,864

      物件費等支出 8,375,858

      支払利息支出 304,327

      その他の支出 270,204

    移転費用支出 16,836,363

      補助金等支出 8,833,261

      社会保障給付支出 7,876,689

      その他の支出 126,412

  業務収入 37,117,615

    税収等収入 25,019,813

    国県等補助金収入 8,744,377

    使用料及び手数料収入 2,405,430

    その他の収入 947,994

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 4,970,999

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,113,355

    公共施設等整備費支出 3,119,718

    基金積立金支出 871,437

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 122,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,393,067

    国県等補助金収入 761,263

    基金取崩収入 421,725

    貸付金元金回収収入 115,348

    資産売却収入 51,120

    その他の収入 43,610

投資活動収支 -2,720,288

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,572,095

    地方債等償還支出 3,187,198

    その他の支出 384,897

  財務活動収入 2,025,600

    地方債等発行収入 2,025,600

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 292,816

本年度歳計外現金増減額 30,391

本年度末歳計外現金残高 323,207

本年度末現金預金残高 4,358,925

財務活動収支 -1,546,495

本年度資金収支額 704,216

前年度末資金残高 3,331,502

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,035,718


