
【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 5,997,215   固定負債 3,854,965

    有形固定資産 5,120,648     地方債等 3,400,060

      事業用資産 3,455,656     長期未払金 -

        土地 1,957,778     退職手当引当金 453,985

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 919

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 427,857

        建物 3,866,945     １年内償還予定地方債等 367,279

        建物減価償却累計額 -2,608,630     未払金 19,592

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 137,379     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -46,327     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 39,164

        船舶 -     預り金 1,133

        船舶減価償却累計額 -     その他 689

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,282,822

        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 6,916,571

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -3,938,520

        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 148,512

      インフラ資産 1,208,264

        土地 8,122

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,948,813

        工作物減価償却累計額 -750,083

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,555

        その他減価償却累計額 -2,146

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,004

      物品 575,396

      物品減価償却累計額 -118,669

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 7,814

      ソフトウェア 7,814

      その他 -

    投資その他の資産 868,753

      投資及び出資金 21,850

        有価証券 -

        出資金 21,850

        その他 -

      長期延滞債権 21,985

      長期貸付金 -

      基金 825,549

        減債基金 -

        その他 825,549

      その他 9

      徴収不能引当金 -640

  流動資産 1,262,521

    現金預金 323,401

    未収金 6,393

    短期貸付金 -

    基金 919,356

      財政調整基金 897,983

      減債基金 21,373

    棚卸資産 927

    その他 12,630

    徴収不能引当金 -186

  繰延資産 1,137 純資産合計 2,978,051

資産合計 7,260,873 負債及び純資産合計 7,260,873

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 560

    その他 -

純行政コスト 3,529,470

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 560

  臨時損失 206

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 206

    使用料及び手数料 59,124

    その他 358,396

純経常行政コスト 3,529,824

      社会保障給付 152,210

      その他 2,556

  経常収益 417,521

        その他 64,689

    移転費用 1,705,570

      補助金等 1,550,803

      その他の業務費用 101,457

        支払利息 36,251

        徴収不能引当金繰入額 517

        維持補修費 20,284

        減価償却費 155,231

        その他 223,976

        その他 142,027

      物件費等 1,027,747

        物件費 628,255

        職員給与費 593,170

        賞与等引当金繰入額 39,215

        退職手当引当金繰入額 338,159

  経常費用 3,947,345

    業務費用 2,241,775

      人件費 1,112,571

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 2,232,715 5,962,646 -3,729,932 -

  純行政コスト（△） -3,529,470 -3,529,470 -

  財源 3,284,076 3,284,076 -

    税収等 2,199,764 2,199,764 -

    国県等補助金 1,084,312 1,084,312 -

  本年度差額 -245,395 -245,395 -

  固定資産等の変動（内部変動） 68,928 -68,928

    有形固定資産等の増加 272,039 -272,039

    有形固定資産等の減少 -156,040 156,040

    貸付金・基金等の増加 224,147 -224,147

    貸付金・基金等の減少 -271,218 271,218

  資産評価差額 1,319 1,319

  無償所管換等 921,064 921,064

  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 7,077 6,523 554 -

  その他 61,271 -43,909 105,181

  本年度純資産変動額 745,337 953,925 -208,588 -

本年度末純資産残高 2,978,051 6,916,571 -3,938,520 -

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 376

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 376

本年度末現金預金残高 323,401

財務活動収支 13,286

本年度資金収支額 92,498

前年度末資金残高 230,527

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 323,025

    地方債等償還支出 351,804

    その他の支出 -

  財務活動収入 365,090

    地方債等発行収入 325,090

    その他の収入 40,000

    資産売却収入 39

    その他の収入 31,138

投資活動収支 -147,121

【財務活動収支】

  財務活動支出 351,804

    その他の支出 -

  投資活動収入 258,545

    国県等補助金収入 21,805

    基金取崩収入 201,564

    貸付金元金回収収入 4,000

  投資活動支出 405,666

    公共施設等整備費支出 273,839

    基金積立金支出 127,828

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 193

業務活動収支 226,334

【投資活動収支】

    税収等収入 2,207,727

    国県等補助金収入 1,062,293

    使用料及び手数料収入 58,879

    その他の収入 354,214

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,704,877

      補助金等支出 1,550,110

      社会保障給付支出 152,210

      その他の支出 2,556

  業務収入 3,683,112

    業務費用支出 1,752,094

      人件費支出 778,431

      物件費等支出 876,730

      支払利息支出 36,251

      その他の支出 60,682

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 3,456,971


