
【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 9,915,995   固定負債 3,876,393

    有形固定資産 8,188,761     地方債等 3,457,583

      事業用資産 3,782,664     長期未払金 -

        土地 1,006,024     退職手当引当金 418,057

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,556,016     その他 753

        建物減価償却累計額 △ 6,071,135   流動負債 526,023

        工作物 922,835     １年内償還予定地方債 451,748

        工作物減価償却累計額 △ 654,848     未払金 6,651

        船舶 -     未払費用 7,984

        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 43,456

        航空機 -     預り金 16,182

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,402,415

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 23,770   固定資産等形成分 11,479,417

      インフラ資産 4,214,809   余剰分（不足分） △ 4,062,887

        土地 50,244   他団体出資等分 6,285

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 △ 5,137

        工作物 8,525,424

        工作物減価償却累計額 △ 4,522,669

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 107,308

      物品 951,782

      物品減価償却累計額 △ 760,494

    無形固定資産 7,299

      ソフトウェア 7,299

      その他 -

    投資その他の資産 1,719,935

      投資及び出資金 12,278

        有価証券 722

        出資金 11,556

        その他 -

      長期延滞債権 30,316

      長期貸付金 41,873

      基金 1,635,667

        減債基金 -

        その他 1,635,667

      その他 7

      徴収不能引当金 △ 206

  流動資産 1,909,234

    現金預金 334,744

    未収金 3,931

    短期貸付金 4,619

    基金 1,558,802

      財政調整基金 1,235,961

      減債基金 322,841

    棚卸資産 6,377

    その他 772

    徴収不能引当金 △ 12

  繰延資産 - 純資産合計 7,422,814

資産合計 11,825,230 負債及び純資産合計 11,825,230

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）

3,671,138

    資産売却益 6,556

    その他 2,375

純行政コスト

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 8,931

  臨時損失 233

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 233

    使用料及び手数料 100,347

    その他 311,476

純経常行政コスト 3,679,836

      社会保障給付 58,324

      その他 6,116

  経常収益 411,824

        その他 85,745

    移転費用 1,664,905

      補助金等 1,600,465

      その他の業務費用 106,999

        支払利息 21,036

        徴収不能引当金繰入額 219

        維持補修費 215,956

        減価償却費 459,958

        その他 81,480

        その他 156,365

      物件費等 1,453,742

        物件費 696,347

        職員給与費 594,851

        賞与等引当金繰入額 43,384

        退職手当引当金繰入額 71,415

  経常費用 4,091,660

    業務費用 2,426,755

      人件費 866,014

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



【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 7,254,410 11,390,221 △ 4,143,595 7,784

  純行政コスト（△） △ 3,671,138 △ 3,666,324 △ 4,813

  財源 3,837,738 3,834,424 3,315

    税収等 2,407,066 2,407,066 -

    国県等補助金 1,430,672 1,427,357 3,315

  本年度差額 166,601 168,099 △ 1,498

  固定資産等の変動（内部変動） 87,581 △ 87,581

    有形固定資産等の増加 505,343 △ 505,343

    有形固定資産等の減少 △ 460,191 460,191

    貸付金・基金等の増加 181,818 △ 181,818

    貸付金・基金等の減少 △ 139,390 139,390

  資産評価差額 753 753

  無償所管換等 86 86

  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 965 777 189 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 168,404 89,196 80,707 △ 1,498

本年度末純資産残高 7,422,814 11,479,417 △ 4,062,887 6,285

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）

前年度末歳計外現金残高 16,960

本年度歳計外現金増減額 △ 1,641

本年度末歳計外現金残高 15,319

本年度末現金預金残高 334,744

財務活動収支 △ 52,499

本年度資金収支額 △ 40,995

前年度末資金残高 360,231

本年度末資金残高 319,425

比例連結割合変更に伴う差額 189

    地方債等償還支出 384,386

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 391,821

    地方債等発行収入 391,821

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,556

    その他の収入 32,760

投資活動収支 △ 394,783

【財務活動収支】

  財務活動支出 444,320

    その他の支出 -

  投資活動収入 323,417

    国県等補助金収入 148,115

    基金取崩収入 116,181

    貸付金元金回収収入 19,805

  投資活動支出 718,200

    公共施設等整備費支出 504,541

    基金積立金支出 193,259

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,400

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 56,306

業務活動収支 406,286

【投資活動収支】

    税収等収入 2,410,419

    国県等補助金収入 1,224,751

    使用料及び手数料収入 100,049

    その他の収入 242,966

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,664,078

      補助金等支出 1,599,638

      社会保障給付支出 58,324

      その他の支出 6,116

  業務収入 3,978,185

    業務費用支出 1,964,127

      人件費支出 864,334

      物件費等支出 994,640

      支払利息支出 21,036

      その他の支出 84,118

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 3,628,205


