
【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 59,406,632   固定負債 16,294,202

    有形固定資産 52,157,516     地方債等 12,991,175

      事業用資産 22,443,046     長期未払金 -

        土地 12,827,376     退職手当引当金 2,354,953

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,195,490     その他 948,074

        建物減価償却累計額 -16,275,819   流動負債 2,256,749

        工作物 1,345,182     １年内償還予定地方債等 1,547,750

        工作物減価償却累計額 -862,426     未払金 99,100

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 25,300

        浮標等 -     前受収益 1,287

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 191,055

        航空機 -     預り金 350,373

        航空機減価償却累計額 -     その他 41,885

        その他 - 負債合計 18,550,951

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 213,243   固定資産等形成分 66,873,929

      インフラ資産 28,922,179   余剰分（不足分） -14,445,088

        土地 13,249,614   他団体出資等分 -

        建物 3,380,835

        建物減価償却累計額 -2,188,320

        工作物 48,075,852

        工作物減価償却累計額 -33,851,093

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 255,291

      物品 4,901,572

      物品減価償却累計額 -4,109,281

    無形固定資産 231,783

      ソフトウェア 112,892

      その他 118,891

    投資その他の資産 7,017,334

      投資及び出資金 565,638

        有価証券 533,117

        出資金 32,260

        その他 261

      長期延滞債権 373,390

      長期貸付金 1,065,129

      基金 5,011,025

        減債基金 -

        その他 5,011,025

      その他 17,405

      徴収不能引当金 -15,254

  流動資産 11,573,159

    現金預金 3,640,982

    未収金 261,240

    短期貸付金 117,836

    基金 7,349,461

      財政調整基金 7,213,901

      減債基金 135,560

    棚卸資産 197,721

    その他 11,489

    徴収不能引当金 -5,570

  繰延資産 - 純資産合計 52,428,841

資産合計 70,979,791 負債及び純資産合計 70,979,791

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）

      他会計への繰出金

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

  経常費用 24,840,601

    業務費用 8,543,060

      人件費 3,116,621

        職員給与費 2,416,608

        賞与等引当金繰入額 191,463

        退職手当引当金繰入額 190,179

        その他 318,371

      物件費等 4,913,017

        物件費 3,006,977

        維持補修費 453,341

        減価償却費 1,428,588

        その他 24,111

      その他の業務費用 513,422

        支払利息 97,169

        徴収不能引当金繰入額 10,515

        その他 405,738

    移転費用 16,297,541

      補助金等 6,659,174

      社会保障給付 8,682,796

      その他 15,571

  経常収益 1,404,068

940,000

    使用料及び手数料 998,181

    その他 405,887

純経常行政コスト 23,436,533

  臨時損失 162,762

    災害復旧事業費 145,774

    資産除売却損 16,988

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 0

  臨時利益 9,798

    資産売却益 9,649

    その他 149

純行政コスト 23,589,497



【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 51,578,386 67,043,629 -15,465,243 -

  純行政コスト（△） -23,589,497 -23,589,497 -

  財源 24,257,595 24,257,595 -

    税収等 15,139,121 15,139,121 -

    国県等補助金 9,118,474 9,118,474 -

  本年度差額 668,098 668,098 -

  固定資産等の変動（内部変動） -457,316 457,316

    有形固定資産等の増加 815,975 -815,975

    有形固定資産等の減少 -1,440,394 1,440,394

    貸付金・基金等の増加 1,374,806 -1,374,806

    貸付金・基金等の減少 -1,207,703 1,207,703

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 231,054 231,054

  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 -38,697 35,488 -74,185 -

  その他 -10,000 21,075 -31,075

  本年度純資産変動額 850,455 -169,700 1,020,155 -

本年度末純資産残高 52,428,841 66,873,929 -14,445,088 -

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）

      他会計への繰出支出

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 23,403,054

    業務費用支出 6,909,945

      人件費支出 2,930,694

      物件費等支出 3,499,838

      支払利息支出 98,130

      その他の支出 381,283

    移転費用支出 16,493,109

      補助金等支出 6,669,851

      社会保障給付支出 8,682,796

      その他の支出 200,462

  業務収入 25,367,505

    税収等収入 15,052,124

    国県等補助金収入 9,010,469

    使用料及び手数料収入 1,036,581

    その他の収入 268,331

  臨時支出 145,774

    災害復旧事業費支出 145,774

    その他の支出 -

  臨時収入 67,863

業務活動収支 1,886,541

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,977,369

    公共施設等整備費支出 830,239

    基金積立金支出 979,704

    投資及び出資金支出 131,477

    貸付金支出 35,949

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,430,883

    国県等補助金収入 68,003

    基金取崩収入 1,206,264

    貸付金元金回収収入 117,892

1,005,786

    地方債等発行収入 1,005,786

    その他の収入 -

    資産売却収入 37,563

    その他の収入 1,161

投資活動収支 -546,486

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,554,654

前年度末歳計外現金残高 318,124

本年度歳計外現金増減額 -24,285

本年度末歳計外現金残高 293,839

本年度末現金預金残高 3,640,982

940,000

財務活動収支 -548,867

本年度資金収支額 791,187

前年度末資金残高 2,545,721

比例連結割合変更に伴う差額 10,235

本年度末資金残高 3,347,143

    地方債等償還支出 1,554,654

    その他の支出 -

  財務活動収入


