
【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 184,780,065   固定負債 34,130,279

    有形固定資産 172,653,983     地方債等 24,575,812

      事業用資産 57,517,007     長期未払金 -

        土地 19,310,066     退職手当引当金 6,463,914

        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 3,086,908

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,169,625

        建物 96,016,816     １年内償還予定地方債等 3,055,245

        建物減価償却累計額 -58,953,071     未払金 450,545

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,522,187     前受金 2,616

        工作物減価償却累計額 -1,720,366     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 386,480

        船舶 -     預り金 323,413

        船舶減価償却累計額 -     その他 951,325

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 39,299,904

        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 192,481,229

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -32,999,378

        航空機 -   他団体出資等分 353,316

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 4,234

        その他減価償却累計額 -2,532

        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 5,213,977

      物品減価償却累計額 -3,363,731

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 256,526

      ソフトウェア 253,968

      その他 2,558

    投資その他の資産 11,869,556

      投資及び出資金 293,070

        有価証券 -

        出資金 283,070

        その他 10,000

      長期延滞債権 570,282

      長期貸付金 671,646

      基金 10,380,436

        減債基金 -

        その他 10,380,436

      その他 1,046

      徴収不能引当金 -46,924

  流動資産 14,355,006

    現金預金 5,392,616

    未収金 325,860

    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 504,852

    その他 434,248

    徴収不能引当金 -3,733

  繰延資産 - 純資産合計 159,835,167

資産合計 199,135,071 負債及び純資産合計 199,135,071

※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。

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）

※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。

    資産売却益 36,201

    その他 3,193

純行政コスト 45,271,976

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 99,310

  臨時利益 39,394

  臨時損失 200,144

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 100,834

    使用料及び手数料 2,392,674

    その他 1,353,525

純経常行政コスト 45,111,226

      社会保障給付 18,536,227

      その他 187,749

  経常収益 3,746,199

        その他 457,166

    移転費用 25,249,211

      補助金等 6,525,235

      その他の業務費用 819,534

        支払利息 305,114

        徴収不能引当金繰入額 57,254

        維持補修費 1,501,329

        減価償却費 7,751,099

        その他 38,354

        その他 1,171,765

      物件費等 16,544,861

        物件費 7,254,079

        職員給与費 4,474,158

        賞与等引当金繰入額 384,411

        退職手当引当金繰入額 213,485

  経常費用 48,857,425

    業務費用 23,608,214

      人件費 6,243,819

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 161,407,368 196,954,212 -35,880,709 333,865

  純行政コスト（△） -45,271,976 -45,246,126 -25,849

  財源 43,941,016 43,888,184 52,832

    税収等 27,285,879 27,285,879 -

    国県等補助金 16,655,137 16,602,305 52,832

  本年度差額 -1,330,959 -1,357,942 26,983

  固定資産等の変動（内部変動） -4,239,731 4,239,731

    有形固定資産等の増加 3,333,087 -3,333,087

    有形固定資産等の減少 -8,029,116 8,029,116

    貸付金・基金等の増加 1,517,404 -1,517,404

    貸付金・基金等の減少 -1,061,105 1,061,105

  資産評価差額 -17,294 -17,294

  無償所管換等 -194,505 -194,505

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 7,532 -7,532

  比例連結割合変更に伴う差額 -14,071 -21,453 7,382 -

  その他 -15,372 - -15,372

  本年度純資産変動額 -1,572,201 -4,472,982 2,881,331 19,450

本年度末純資産残高 159,835,167 192,481,229 -32,999,378 353,316

※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。

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）

※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。

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 5,392,616

財務活動収支 -1,719,566

本年度資金収支額 795,175

前年度末資金残高 4,266,882

比例連結割合変更に伴う差額 7,351

本年度末資金残高 5,069,408

    地方債等償還支出 3,414,897

    その他の支出 400,269

  財務活動収入 2,095,600

    地方債等発行収入 2,095,600

    その他の収入 -

    資産売却収入 51,120

    その他の収入 46,865

投資活動収支 -3,193,735

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,815,166

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,396,322

    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

  投資活動支出 4,590,057

    公共施設等整備費支出 3,160,444

    基金積立金支出 1,307,413

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 122,200

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 2,586

業務活動収支 5,708,476

【投資活動収支】

    税収等収入 27,181,620

    国県等補助金収入 15,978,874

    使用料及び手数料収入 2,405,587

    その他の収入 1,356,453

  臨時支出 -

    移転費用支出 25,254,205

      補助金等支出 6,524,835

      社会保障給付支出 18,536,227

      その他の支出 193,143

  業務収入 46,922,534

    業務費用支出 15,962,439

      人件費支出 6,424,597

      物件費等支出 8,786,979

      支払利息支出 305,114

      その他の支出 445,749

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 41,216,644


