
【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 18,893,860   固定負債 8,726,396

    有形固定資産 17,029,055     地方債等 5,054,178

      事業用資産 5,897,006     長期未払金 -

        土地 1,701,543     退職手当引当金 459,117

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 832,287     その他 3,213,100

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 781,930

        建物 6,792,302     １年内償還予定地方債等 579,287

        建物減価償却累計額 -3,677,913     未払金 136,592

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 826,739     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -577,951     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 45,808

        船舶 -     預り金 1,495

        船舶減価償却累計額 -     その他 18,748

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,508,326

        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 20,014,636

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,565,694

        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 -

      インフラ資産 10,476,678

        土地 601,068

        土地減損損失累計額 -

        建物 248,300

        建物減価償却累計額 -34,007

        建物減損損失累計額 -

        工作物 16,959,344

        工作物減価償却累計額 -7,304,107

        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 6,080

      物品 1,647,476

      物品減価償却累計額 -992,105

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 42,235

      ソフトウェア 19,714

      その他 22,521

    投資その他の資産 1,822,570

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      長期延滞債権 42,721

      長期貸付金 -

      基金 1,731,653

        減債基金 -

        その他 1,731,653

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -3,330

  流動資産 2,063,407

    現金預金 920,951

    未収金 21,363

    短期貸付金 -

    基金 1,120,776

      財政調整基金 971,428

      減債基金 149,348

    棚卸資産 367

    その他 -

    徴収不能引当金 -49

  繰延資産 - 純資産合計 11,448,942

資産合計 20,957,268 負債及び純資産合計 20,957,268

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 1,596

純行政コスト 4,668,210

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,727

  臨時利益 1,596

  臨時損失 6,200

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,473

    使用料及び手数料 382,901

    その他 105,731

純経常行政コスト 4,663,606

      社会保障給付 1,664,929

      その他 540

  経常収益 488,632

        その他 56,389

    移転費用 2,751,157

      補助金等 1,085,688

      その他の業務費用 140,468

        支払利息 84,965

        徴収不能引当金繰入額 -886

        維持補修費 93,038

        減価償却費 663,692

        その他 2,004

        その他 200,003

      物件費等 1,515,086

        物件費 756,352

        職員給与費 527,484

        賞与等引当金繰入額 45,808

        退職手当引当金繰入額 -27,768

  経常費用 5,152,238

    業務費用 2,401,081

      人件費 745,527

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：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 11,407,834 20,334,881 -8,927,047 -

  純行政コスト（△） -4,668,210 -4,668,210 -

  財源 4,707,326 4,707,326 -

    税収等 3,353,691 3,353,691 -

    国県等補助金 1,353,635 1,353,635 -

  本年度差額 39,116 39,116 -

  固定資産等の変動（内部変動） -322,225 322,225

    有形固定資産等の増加 243,428 -243,428

    有形固定資産等の減少 -667,652 667,652

    貸付金・基金等の増加 116,552 -116,552

    貸付金・基金等の減少 -14,552 14,552

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,674 1,674

  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 318 307 11

  本年度純資産変動額 41,108 -320,244 361,352 -

本年度末純資産残高 11,448,942 20,014,636 -8,565,694 -

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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 1,495

本年度末歳計外現金残高 1,495

本年度末現金預金残高 920,951

財務活動収支 -338,698

本年度資金収支額 176,138

前年度末資金残高 743,318

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 919,456

    地方債等償還支出 557,337

    その他の支出 18,748

  財務活動収入 237,387

    地方債等発行収入 237,387

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 168,526

投資活動収支 -143,986

【財務活動収支】

  財務活動支出 576,085

    その他の支出 10,158

  投資活動収入 206,687

    国県等補助金収入 38,161

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 350,674

    公共施設等整備費支出 234,334

    基金積立金支出 106,182

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,727

  臨時収入 1,596

業務活動収支 658,822

【投資活動収支】

    税収等収入 3,262,113

    国県等補助金収入 1,315,474

    使用料及び手数料収入 422,898

    その他の収入 105,731

  臨時支出 1,727

    移転費用支出 2,751,157

      補助金等支出 1,085,688

      社会保障給付支出 1,664,929

      その他の支出 540

  業務収入 5,106,216

    業務費用支出 1,696,106

      人件費支出 771,376

      物件費等支出 789,193

      支払利息支出 84,965

      その他の支出 50,573

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 4,447,263


