
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 43,546,506   固定負債 15,514,102

    有形固定資産 41,350,355     地方債等 13,464,341

      事業用資産 11,854,093     長期未払金 -

        土地 3,193,091     退職手当引当金 1,222,177

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 20,174,492     その他 827,584

        建物減価償却累計額 △ 12,119,713   流動負債 1,611,490

        工作物 1,351,973     １年内償還予定地方債 1,397,466

        工作物減価償却累計額 △ 916,122     未払金 41,740

        船舶 -     未払費用 16,158

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 100,743

        航空機 -     預り金 50,383

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,000

        その他 - 負債合計 17,125,592

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 135,645   固定資産等形成分 45,121,621

      インフラ資産 28,621,657   余剰分（不足分） △ 15,723,804

        土地 392,942   他団体出資等分 43,368

        建物 2,004,236

        建物減価償却累計額 △ 1,050,191

        工作物 56,907,229

        工作物減価償却累計額 △ 29,746,839

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 114,280

      物品 3,920,628

      物品減価償却累計額 △ 3,046,024

    無形固定資産 28,139

      ソフトウェア 26,052

      その他 2,086

    投資その他の資産 2,168,012

      投資及び出資金 90,676

        有価証券 621

        出資金 90,055

        その他 -

      長期延滞債権 101,652

      長期貸付金 100,241

      基金 1,867,013

        減債基金 -

        その他 1,867,013

      その他 13,399

      徴収不能引当金 △ 4,968

  流動資産 3,020,271

    現金預金 1,358,765

    未収金 64,899

    短期貸付金 14,546

    基金 1,560,569

      財政調整基金 1,266,819

      減債基金 293,750

    棚卸資産 21,602

    その他 3,616

    徴収不能引当金 △ 3,726

  繰延資産 - 純資産合計 29,441,185

資産合計 46,566,777 負債及び純資産合計 46,566,777

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）

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 金額

  経常費用 13,965,514

    業務費用 6,612,037

      人件費 1,823,538

        職員給与費 1,423,774

        賞与等引当金繰入額 100,836

        退職手当引当金繰入額 153,878

        その他 145,050

      物件費等 4,441,630

        物件費 2,422,397

        維持補修費 187,132

        減価償却費 1,825,703

        その他 6,398

      その他の業務費用 346,869

        支払利息 201,776

        徴収不能引当金繰入額 7,889

        その他 137,204

    移転費用 7,353,477

      補助金等 6,656,552

      社会保障給付 668,346

      その他 28,579

  経常収益 1,637,822

    使用料及び手数料 583,281

    その他 1,054,540

純経常行政コスト 12,327,692

  臨時損失 8,354

    災害復旧事業費 47

    資産除売却損 8,106

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 201

  臨時利益 8,081

12,327,965

    資産売却益 8,081

    その他 -

純行政コスト



【様式第3号】

（単位：千円）

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 30,150,504 45,951,005 △ 15,847,172 46,671

  純行政コスト（△） △ 12,327,965 △ 12,325,161 △ 2,804

  財源 11,637,625 11,637,625 -

    税収等 7,720,922 7,720,922 -

    国県等補助金 3,916,702 3,916,702 -

  本年度差額 △ 690,340 △ 687,536 △ 2,804

  固定資産等の変動（内部変動） △ 813,542 813,542

    有形固定資産等の増加 1,056,994 △ 1,056,994

    有形固定資産等の減少 △ 1,832,423 1,832,423

    貸付金・基金等の増加 368,823 △ 368,823

    貸付金・基金等の減少 △ 406,936 406,936

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 220 220

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - 500 △ 500

  比例連結割合変更に伴う差額 △ 18,198 △ 1,060 △ 17,137 -

  その他 △ 1,000 △ 15,000 14,000

  本年度純資産変動額 △ 709,319 △ 829,384 123,369 △ 3,304

本年度末純資産残高 29,441,185 45,121,621 △ 15,723,804 43,368

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 12,092,783

    業務費用支出 4,739,648

      人件費支出 1,775,749

      物件費等支出 2,619,302

      支払利息支出 202,129

      その他の支出 142,468

    移転費用支出 7,353,135

      補助金等支出 6,656,552

      社会保障給付支出 668,346

      その他の支出 28,237

  業務収入 13,159,520

    税収等収入 7,699,755

    国県等補助金収入 3,812,544

    使用料及び手数料収入 591,623

    その他の収入 1,055,598

  臨時支出 248

    災害復旧事業費支出 47

    その他の支出 201

  臨時収入 -

業務活動収支 1,066,489

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,570,395

    公共施設等整備費支出 1,056,994

    基金積立金支出 364,196

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 149,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 707,402

    国県等補助金収入 149,850

    基金取崩収入 385,649

    貸付金元金回収収入 163,321

    資産売却収入 8,081

    その他の収入 500

投資活動収支 △ 862,993

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,228,700

    地方債等償還支出 1,227,700

    その他の支出 1,000

  財務活動収入 986,300

    地方債等発行収入 986,300

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 27,942

本年度歳計外現金増減額 541

本年度末歳計外現金残高 28,484

本年度末現金預金残高 1,358,765

財務活動収支 △ 242,400

本年度資金収支額 △ 38,904

前年度末資金残高 1,385,813

本年度末資金残高 1,330,281

比例連結割合変更に伴う差額 △ 16,627


