
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 56,227,013   固定負債 15,009,230

    有形固定資産 49,948,717     地方債等 12,454,486

      事業用資産 21,500,537     長期未払金 -

        土地 12,464,467     退職手当引当金 1,710,165

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,872,924     その他 844,580

        建物減価償却累計額 -14,503,125   流動負債 2,069,828

        工作物 1,311,397     １年内償還予定地方債等 1,456,538

        工作物減価償却累計額 -858,369     未払金 71,974

        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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 161,042

        航空機 -     預り金 349,913

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,061

        その他 - 負債合計 17,079,058

        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 63,637,620

      インフラ資産 28,142,839   余剰分（不足分） -13,645,302

        土地 13,097,436   他団体出資等分 -

        建物 3,238,660

        建物減価償却累計額 -2,111,207

        工作物 46,971,668

        工作物減価償却累計額 -33,296,449

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 242,732

      物品 1,530,919

      物品減価償却累計額 -1,225,579

    無形固定資産 115,940

      ソフトウェア 108,025

      その他 7,915

    投資その他の資産 6,162,356

      投資及び出資金 545,511

        有価証券 503,251

        出資金 42,260

        その他 -

      長期延滞債権 373,317

      長期貸付金 1,065,129

      基金 4,193,616

        減債基金 -

        その他 4,193,616

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,217

  流動資産 10,844,364

    現金預金 3,186,763

    未収金 242,160

    短期貸付金 117,836

    基金 7,292,771

      財政調整基金 7,157,212

      減債基金 135,560

    棚卸資産 5,364

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -5,531

  繰延資産 - 純資産合計 49,992,318

資産合計 67,071,377 負債及び純資産合計 67,071,377

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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 19,878,239

    業務費用 7,127,460

      人件費 2,545,717

        職員給与費 2,081,594

        賞与等引当金繰入額 161,450

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 302,672

      物件費等 4,307,515

        物件費 2,659,061

        維持補修費 355,210

        減価償却費 1,293,243

        その他 -

      その他の業務費用 274,228

        支払利息 92,297

        徴収不能引当金繰入額 10,455

        その他 171,476

    移転費用 12,750,779

      補助金等 3,121,566

      社会保障給付 8,676,034

      その他 13,179

  経常収益 981,849

940,000

    使用料及び手数料 634,380

    その他 347,470

純経常行政コスト 18,896,390

  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 -

  臨時利益 9,649

    資産売却益 9,649

    その他 -

純行政コスト 19,049,502



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 50,012,852 64,440,750 -14,427,898 -

  純行政コスト（△） -19,049,502 -19,049,502 -

  財源 19,033,056 19,033,056 -

    税収等 12,499,543 12,499,543 -

    国県等補助金 6,533,513 6,533,513 -

  本年度差額 -16,447 -16,447 -

  固定資産等の変動（内部変動） -799,043 799,043

    有形固定資産等の増加 726,185 -726,185

    有形固定資産等の減少 -1,321,490 1,321,490

    貸付金・基金等の増加 1,181,251 -1,181,251

    貸付金・基金等の減少 -1,384,989 1,384,989

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,087 -4,087

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -20,533 -803,130 782,596 -

本年度末純資産残高 49,992,318 63,637,620 -13,645,302 -

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：全体会計 （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 18,600,263

    業務費用支出 5,848,801

      人件費支出 2,536,755

      物件費等支出 3,051,287

      支払利息支出 93,134

      その他の支出 167,625

    移転費用支出 12,751,462

      補助金等支出 3,121,566

      社会保障給付支出 8,676,034

      その他の支出 13,862

  業務収入 19,881,947

    税収等収入 12,488,438

    国県等補助金収入 6,430,657

    使用料及び手数料収入 672,004

    その他の収入 290,848

  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 67,047

業務活動収支 1,202,958

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,638,839

    公共施設等整備費支出 721,214

    基金積立金支出 816,014

    投資及び出資金支出 101,612

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,199,489

    国県等補助金収入 63,671

    基金取崩収入 979,203

    貸付金元金回収収入 117,892

936,384

    地方債等発行収入 936,384

    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 -439,350

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,447,935

前年度末歳計外現金残高 318,093

本年度歳計外現金増減額 -24,288

本年度末歳計外現金残高 293,805

本年度末現金預金残高 3,186,763

940,000

財務活動収支 -511,551

本年度資金収支額 252,057

前年度末資金残高 2,640,902

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,892,959

    地方債等償還支出 1,447,935

    その他の支出 -

  財務活動収入


