
【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 13,445,880   固定負債 3,894,448

    有形固定資産 11,694,418     地方債等 2,862,298

      事業用資産 5,757,932     長期未払金 -

        土地 1,385,064     退職手当引当金 992,612

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,782,074     その他 39,538

        建物減価償却累計額 -4,832,726   流動負債 383,952

        工作物 671,934     １年内償還予定地方債等 292,874

        工作物減価償却累計額 -269,874     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 216

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 56,023

        航空機 -     預り金 19,435

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,405

        その他 - 負債合計 4,278,400

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460   固定資産等形成分 14,467,509

      インフラ資産 5,789,635   余剰分（不足分） -3,437,012

        土地 63,383   他団体出資等分 -

        建物 359,247

        建物減価償却累計額 -231,365

        工作物 12,414,482

        工作物減価償却累計額 -7,004,995

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 188,882

      物品 459,674

      物品減価償却累計額 -312,823

    無形固定資産 6,712

      ソフトウェア 6,712

      その他 0

    投資その他の資産 1,744,750

      投資及び出資金 501,022

        有価証券 -

        出資金 501,022

        その他 -

      長期延滞債権 81,562

      長期貸付金 -

      基金 1,165,629

        減債基金 -

        その他 1,165,629

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,463

  流動資産 1,863,018

    現金預金 303,208

    未収金 551,688

    短期貸付金 -

    基金 1,021,629

      財政調整基金 975,277

      減債基金 46,353

    棚卸資産 4,719

    その他 -

    徴収不能引当金 -18,226

  繰延資産 - 純資産合計 11,030,498

資産合計 15,308,898 負債及び純資産合計 15,308,898

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）

    資産売却益 10,584

    その他 0

純行政コスト 4,740,047

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,584

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 139,203

    その他 203,929

純経常行政コスト 4,750,631

      社会保障給付 279,960

      その他 22,041

  経常収益 343,131

        その他 30,108

    移転費用 2,814,400

      補助金等 2,512,400

      その他の業務費用 74,722

        支払利息 25,493

        徴収不能引当金繰入額 19,120

        維持補修費 53,799

        減価償却費 566,936

        その他 -

        その他 122,129

      物件費等 1,362,176

        物件費 741,441

        職員給与費 664,312

        賞与等引当金繰入額 56,023

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,093,762

    業務費用 2,279,362

      人件費 842,464

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：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 10,754,408 14,693,587 -3,939,179 -

  純行政コスト（△） -4,740,047 -4,740,047 -

  財源 5,016,136 5,016,136 -

    税収等 2,938,353 2,938,353 -

    国県等補助金 2,077,783 2,077,783 -

  本年度差額 276,089 276,089 -

  固定資産等の変動（内部変動） -226,078 226,078

    有形固定資産等の増加 288,437 -288,437

    有形固定資産等の減少 -566,936 566,936

    貸付金・基金等の増加 906,287 -906,287

    貸付金・基金等の減少 -853,867 853,867

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 276,089 -226,078 502,167 -

本年度末純資産残高 11,030,498 14,467,509 -3,437,012 -

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）

前年度末歳計外現金残高 18,924

本年度歳計外現金増減額 727

本年度末歳計外現金残高 19,651

本年度末現金預金残高 303,208

財務活動収支 -48,587

本年度資金収支額 7,217

前年度末資金残高 276,340

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 283,557

    地方債等償還支出 284,058

    その他の支出 16,829

  財務活動収入 252,300

    地方債等発行収入 252,300

    その他の収入 -

    資産売却収入 15,400

    その他の収入 -

投資活動収支 231,318

【財務活動収支】

  財務活動支出 300,887

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,011,228

    国県等補助金収入 555,877

    基金取崩収入 439,951

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 779,910

    公共施設等整備費支出 288,437

    基金積立金支出 491,473

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 0

業務活動収支 -175,514

【投資活動収支】

    税収等収入 2,936,979

    国県等補助金収入 1,112,881

    使用料及び手数料収入 139,406

    その他の収入 143,192

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,814,400

      補助金等支出 2,512,400

      社会保障給付支出 279,960

      その他の支出 22,041

  業務収入 4,332,458

    業務費用支出 1,693,571

      人件費支出 842,729

      物件費等支出 795,241

      支払利息支出 25,493

      その他の支出 30,108

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 4,507,972


