
【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 251,340,573   固定負債 106,868,082

    有形固定資産 241,136,606     地方債等 68,917,876

      事業用資産 59,273,593     長期未払金 1,084

        土地 27,081,717     退職手当引当金 6,372,333

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 10,425

        立木竹 -     その他 31,566,364

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,342,756

        建物 75,798,649     １年内償還予定地方債等 6,062,890

        建物減価償却累計額 -45,092,944     未払金 1,111,555

        建物減損損失累計額 -     未払費用 2,059

        工作物 5,287,208     前受金 3,036

        工作物減価償却累計額 -3,814,681     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 501,522

        船舶 -     預り金 102,103

        船舶減価償却累計額 -     その他 559,590

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 115,210,839

        浮標等 5,591 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,677   固定資産等形成分 254,771,624

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -108,263,234

        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 9,730

      インフラ資産 173,745,550

        土地 10,918,631

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,684,116

        建物減価償却累計額 -1,408,211

        建物減損損失累計額 -

        工作物 279,015,657

        工作物減価償却累計額 -123,426,069

        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 1,961,427

      物品 14,070,306

      物品減価償却累計額 -5,952,843

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,464

      ソフトウェア 2,464

      その他 0

    投資その他の資産 10,201,504

      投資及び出資金 610,830

        有価証券 481,159

        出資金 129,671

        その他 -

      長期延滞債権 607,295

      長期貸付金 248,043

      基金 8,565,743

        減債基金 -

        その他 8,565,743

      その他 227,584

      徴収不能引当金 -57,991

  流動資産 10,378,655

    現金預金 2,628,837

    未収金 1,313,841

    短期貸付金 19,269

    基金 3,411,782

      財政調整基金 2,926,017

      減債基金 485,765

    棚卸資産 2,901,838

    その他 141,963

    徴収不能引当金 -38,874

  繰延資産 - 純資産合計 146,508,389

資産合計 261,719,228 負債及び純資産合計 261,719,228

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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）

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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

  経常費用 66,100,526

    業務費用 30,038,713

      人件費 8,676,435

        職員給与費 6,806,234

        賞与等引当金繰入額 501,522

        退職手当引当金繰入額 66,356

        その他 1,302,324

      物件費等 19,714,199

        物件費 7,707,805

        維持補修費 1,182,799

        減価償却費 10,163,781

        その他 659,814

      その他の業務費用 1,648,079

        支払利息 754,645

        徴収不能引当金繰入額 96,479

        その他 796,955

    移転費用 36,061,813

      補助金等 29,964,057

      社会保障給付 5,944,370

      その他 153,386

  経常収益 5,248,155

    使用料及び手数料 3,942,437

    その他 1,305,718

純経常行政コスト 60,852,371

  臨時損失 734,553

    災害復旧事業費 650,992

    資産除売却損 18,622

    損失補償等引当金繰入額 10,425

    その他 54,515

  臨時利益 348,199

    資産売却益 19,609

    その他 328,591

純行政コスト 61,238,725



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 150,121,929 208,559,172 -58,437,243

  純行政コスト（△） -61,238,725 -61,238,725

  財源 55,000,630 55,000,630

    税収等 33,928,795 33,928,795

    国県等補助金 21,071,836 21,071,836

  本年度差額 -6,238,095 -6,238,095

  固定資産等の変動（内部変動） 46,047,359 -46,742,526

    有形固定資産等の増加 58,608,330 -58,608,330

    有形固定資産等の減少 -10,263,818 10,263,818

    貸付金・基金等の増加 1,569,232 -2,264,399

    貸付金・基金等の減少 -3,866,385 3,866,385

  資産評価差額 793 793

  無償所管換等 152,965 152,965

  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 9,303 12,622 -3,319

  その他 3,156,662 -1,287 3,157,949

  本年度純資産変動額 -3,613,540 46,212,452 -49,825,991

本年度末純資産残高 146,508,389 254,771,624 -108,263,234

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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）

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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 55,416,301

    業務費用支出 19,352,692

      人件費支出 8,192,232

      物件費等支出 9,649,307

      支払利息支出 754,645

      その他の支出 756,508

    移転費用支出 36,063,609

      補助金等支出 29,963,988

      社会保障給付支出 5,944,339

      その他の支出 155,282

  業務収入 57,481,090

    税収等収入 34,041,282

    国県等補助金収入 18,012,183

    使用料及び手数料収入 4,048,541

    その他の収入 1,379,085

  臨時支出 674,765

    災害復旧事業費支出 650,992

    その他の支出 23,773

  臨時収入 2,128

業務活動収支 1,392,152

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,718,037

    公共施設等整備費支出 3,246,877

    基金積立金支出 503,421

    投資及び出資金支出 229,332

    貸付金支出 738,407

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,186,489

    国県等補助金収入 1,659,689

    基金取崩収入 677,447

    貸付金元金回収収入 649,723

    資産売却収入 70,893

    その他の収入 128,736

投資活動収支 -1,531,548

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,044,243

    地方債等償還支出 6,043,287

    その他の支出 956

  財務活動収入 5,765,583

    地方債等発行収入 5,765,583

    その他の収入 0

前年度末歳計外現金残高 205,839

本年度歳計外現金増減額 -110,139

本年度末歳計外現金残高 95,700

本年度末現金預金残高 2,628,837

財務活動収支 -278,660

本年度資金収支額 -418,056

前年度末資金残高 2,955,954

比例連結割合変更に伴う差額 -4,760

本年度末資金残高 2,533,137


