
【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 44,651,585   固定負債 8,175,484

    有形固定資産 36,488,020     地方債等 5,940,699

      事業用資産 13,940,964     長期未払金 -

        土地 6,619,637     退職手当引当金 2,139,709

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 95,076

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,758,137

        建物 21,593,030     １年内償還予定地方債等 1,429,195

        建物減価償却累計額 -14,899,810     未払金 62,607

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,068,414     前受金 133

        工作物減価償却累計額 -795,260     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 154,585

        船舶 -     預り金 77,570

        船舶減価償却累計額 -     その他 34,048

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,933,621

        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 46,572,145

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,064,467

        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 354,953

      インフラ資産 22,138,759

        土地 577,665

        土地減損損失累計額 -

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -99,645

        建物減損損失累計額 -

        工作物 41,107,478

        工作物減価償却累計額 -19,587,645

        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 25,570

      物品 2,035,891

      物品減価償却累計額 -1,627,594

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 960

      ソフトウェア -

      その他 960

    投資その他の資産 8,162,605

      投資及び出資金 24,441

        有価証券 -

        出資金 24,441

        その他 -

      長期延滞債権 146,145

      長期貸付金 29,410

      基金 7,377,198

        減債基金 521,599

        その他 6,855,598

      その他 593,531

      徴収不能引当金 -8,120

  流動資産 2,789,714

    現金預金 558,956

    未収金 274,892

    短期貸付金 841

    基金 1,919,719

      財政調整基金 1,919,668

      減債基金 52

    棚卸資産 7,125

    その他 30,077

    徴収不能引当金 -1,896

  繰延資産 - 純資産合計 37,507,678

資産合計 47,441,300 負債及び純資産合計 47,441,300

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 80,631

    その他 20

純行政コスト 9,500,955

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 292

  臨時利益 80,650

  臨時損失 408

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 117

    使用料及び手数料 1,722,460

    その他 467,644

純経常行政コスト 9,581,197

      社会保障給付 1,710,346

      その他 16,625

  経常収益 2,190,104

        その他 173,801

    移転費用 5,403,454

      補助金等 3,676,483

      その他の業務費用 222,378

        支払利息 48,154

        徴収不能引当金繰入額 423

        維持補修費 121,488

        減価償却費 1,467,346

        その他 15,357

        その他 63,358

      物件費等 3,381,443

        物件費 1,777,252

        職員給与費 2,587,483

        賞与等引当金繰入額 102,761

        退職手当引当金繰入額 10,424

  経常費用 11,771,301

    業務費用 6,367,847

      人件費 2,764,025

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 36,538,922 47,377,192 -10,838,270 -

  純行政コスト（△） -9,500,955 -9,500,955 -

  財源 9,784,799 9,784,799 -

    税収等 7,007,614 7,007,614 -

    国県等補助金 2,777,185 2,777,185 -

  本年度差額 283,844 283,844 -

  固定資産等の変動（内部変動） -843,095 843,095

    有形固定資産等の増加 1,085,084 -1,085,084

    有形固定資産等の減少 -1,503,950 1,503,950

    貸付金・基金等の増加 1,661,169 -1,661,169

    貸付金・基金等の減少 -2,085,398 2,085,398

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -151 -151

  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 3,189 38,232 -35,044 -

  その他 681,875 -33 681,908

  本年度純資産変動額 968,757 -805,046 1,773,803 -

本年度末純資産残高 37,507,678 46,572,145 -9,064,467 -

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 66,689

本年度歳計外現金増減額 3,040

本年度末歳計外現金残高 69,730

本年度末現金預金残高 558,956

財務活動収支 -1,073,108

本年度資金収支額 144,489

前年度末資金残高 343,923

比例連結割合変更に伴う差額 815

本年度末資金残高 489,226

    地方債等償還支出 1,811,562

    その他の支出 62,962

  財務活動収入 801,416

    地方債等発行収入 662,037

    その他の収入 139,379

    資産売却収入 80,409

    その他の収入 91,428

投資活動収支 -340,524

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,874,524

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,451,430

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,001,389

    貸付金元金回収収入 278,205

  投資活動支出 1,791,954

    公共施設等整備費支出 1,067,130

    基金積立金支出 585,445

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 139,379

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 292

  臨時収入 34,214

業務活動収支 1,558,121

【投資活動収支】

    税収等収入 6,919,070

    国県等補助金収入 2,745,546

    使用料及び手数料収入 1,725,571

    その他の収入 411,542

  臨時支出 292

    移転費用支出 5,415,275

      補助金等支出 3,676,540

      社会保障給付支出 1,710,346

      その他の支出 28,389

  業務収入 11,801,729

    業務費用支出 4,862,256

      人件費支出 2,746,476

      物件費等支出 1,920,184

      支払利息支出 48,154

      その他の支出 147,442

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 10,277,531


