
【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 20,804,790   固定負債 9,077,160

    有形固定資産 18,696,551     地方債等 5,262,780

      事業用資産 7,525,551     長期未払金 -

        土地 2,058,469     退職手当引当金 600,142

        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 3,214,237

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 827,089

        建物 8,389,727     １年内償還予定地方債等 612,731

        建物減価償却累計額 -4,285,395     未払金 136,593

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,860,391     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,345,190     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 56,384

        船舶 -     預り金 2,214

        船舶減価償却累計額 -     その他 19,167

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,904,249

        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 21,976,911

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,862,186

        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 57,739

        その他減価償却累計額 -42,495

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 18

      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 1,748,265

      物品減価償却累計額 -1,053,943

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 42,857

      ソフトウェア 20,335

      その他 22,521

    投資その他の資産 2,065,382

      投資及び出資金 25,810

        有価証券 13,000

        出資金 12,810

        その他 -

      長期延滞債権 42,775

      長期貸付金 -

      基金 1,988,514

        減債基金 -

        その他 1,988,514

      その他 11,618

      徴収不能引当金 -3,334

  流動資産 2,214,183

    現金預金 983,049

    未収金 21,406

    短期貸付金 -

    基金 1,172,121

      財政調整基金 1,022,773

      減債基金 149,348

    棚卸資産 367

    その他 37,290

    徴収不能引当金 -49

  繰延資産 - 純資産合計 13,114,725

資産合計 23,018,973 負債及び純資産合計 23,018,973

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 309

    その他 1,916

純行政コスト 5,566,747

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,047

  臨時利益 2,225

  臨時損失 6,520

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,473

    使用料及び手数料 415,098

    その他 114,202

純経常行政コスト 5,562,453

      社会保障給付 2,459,388

      その他 820

  経常収益 529,300

        その他 78,639

    移転費用 3,140,649

      補助金等 680,441

      その他の業務費用 164,344

        支払利息 86,592

        徴収不能引当金繰入額 -886

        維持補修費 123,693

        減価償却費 761,621

        その他 12,320

        その他 222,005

      物件費等 1,766,190

        物件費 868,556

        職員給与費 687,913

        賞与等引当金繰入額 56,347

        退職手当引当金繰入額 54,305

  経常費用 6,091,753

    業務費用 2,951,104

      人件費 1,020,570

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 13,091,946 22,307,343 -9,215,397 -

  純行政コスト（△） -5,566,747 -5,566,747 -

  財源 5,546,888 5,546,888 -

    税収等 3,843,002 3,843,002 -

    国県等補助金 1,703,885 1,703,885 -

  本年度差額 -19,859 -19,859 -

  固定資産等の変動（内部変動） -368,233 368,233

    有形固定資産等の増加 284,086 -284,086

    有形固定資産等の減少 -765,772 765,772

    貸付金・基金等の増加 148,950 -148,950

    貸付金・基金等の減少 -35,497 35,497

  資産評価差額 -1,807 -1,807

  無償所管換等 2,086 2,086

  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 23,486 34,265 -10,779 -

  その他 18,873 3,257 15,616

  本年度純資産変動額 22,779 -330,432 353,211 -

本年度末純資産残高 13,114,725 21,976,911 -8,862,186 -

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 1,360

本年度歳計外現金増減額 854

本年度末歳計外現金残高 2,214

本年度末現金預金残高 983,049

財務活動収支 -350,012

本年度資金収支額 175,101

前年度末資金残高 803,154

比例連結割合変更に伴う差額 2,579

本年度末資金残高 980,834

    地方債等償還支出 593,382

    その他の支出 19,123

  財務活動収入 262,493

    地方債等発行収入 262,493

    その他の収入 -

    資産売却収入 338

    その他の収入 168,526

投資活動収支 -183,991

【財務活動収支】

  財務活動支出 612,505

    その他の支出 10,158

  投資活動収入 228,183

    国県等補助金収入 38,369

    基金取崩収入 20,950

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 412,174

    公共施設等整備費支出 263,512

    基金積立金支出 138,504

    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 1,614

業務活動収支 709,104

【投資活動収支】

    税収等収入 3,693,712

    国県等補助金収入 1,665,516

    使用料及び手数料収入 455,095

    その他の収入 164,779

  臨時支出 1,727

    移転費用支出 3,200,585

      補助金等支出 680,523

      社会保障給付支出 2,459,388

      その他の支出 60,674

  業務収入 5,979,103

    業務費用支出 2,069,301

      人件費支出 967,837

      物件費等支出 942,721

      支払利息支出 86,592

      その他の支出 72,151

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 5,269,886


