
【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 15,831,929   固定負債 4,813,318

    有形固定資産 13,608,537     地方債等 3,185,158

      事業用資産 6,901,735     長期未払金 0

        土地 1,471,396     退職手当引当金 1,154,482

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,213,513     その他 473,677

        建物減価償却累計額 -5,503,459   流動負債 845,425

        工作物 731,797     １年内償還予定地方債等 457,743

        工作物減価償却累計額 -296,550     未払金 39,341

        船舶 -     未払費用 46

        船舶減価償却累計額 -     前受金 216

        浮標等 -     前受収益 158

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 65,484

        航空機 -     預り金 30,923

        航空機減価償却累計額 -     その他 251,513

        その他 45,087 負債合計 5,658,743

        その他減価償却累計額 -23,833 【純資産の部】

        建設仮勘定 263,786   固定資産等形成分 16,855,764

      インフラ資産 6,353,981   余剰分（不足分） -4,382,320

        土地 154,242   他団体出資等分 4,022

        建物 514,691

        建物減価償却累計額 -321,825

        工作物 13,135,603

        工作物減価償却累計額 -7,411,669

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 282,939

      物品 1,254,006

      物品減価償却累計額 -901,185

    無形固定資産 889,219

      ソフトウェア 6,712

      その他 882,507

    投資その他の資産 1,334,173

      投資及び出資金 8,823

        有価証券 -

        出資金 8,823

        その他 -

      長期延滞債権 81,639

      長期貸付金 1,519

      基金 1,245,655

        減債基金 -

        その他 1,245,655

      その他 0

      徴収不能引当金 -3,463

  流動資産 2,304,243

    現金預金 721,756

    未収金 567,273

    短期貸付金 63

    基金 1,023,772

      財政調整基金 977,419

      減債基金 46,353

    棚卸資産 5,454

    その他 4,152

    徴収不能引当金 -18,226

  繰延資産 36 純資産合計 12,477,466

資産合計 18,136,209 負債及び純資産合計 18,136,209

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 10,584

    その他 5,525

純行政コスト 5,581,952

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 23,056

  臨時利益 16,109

  臨時損失 23,056

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 328,996

    その他 332,923

純経常行政コスト 5,575,005

      社会保障給付 281,334

      その他 26,153

  経常収益 661,920

        その他 65,857

    移転費用 3,327,880

      補助金等 3,020,392

      その他の業務費用 115,622

        支払利息 30,645

        徴収不能引当金繰入額 19,120

        維持補修費 81,552

        減価償却費 690,582

        その他 13

        その他 128,560

      物件費等 1,686,399

        物件費 914,253

        職員給与費 845,626

        賞与等引当金繰入額 65,222

        退職手当引当金繰入額 67,616

  経常費用 6,236,925

    業務費用 2,909,046

      人件費 1,107,024

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 13,081,496 16,889,703 -3,812,230 4,022

  純行政コスト（△） -5,581,952 -5,581,952 -

  財源 5,769,388 5,769,388 -

    税収等 3,330,353 3,330,353 -

    国県等補助金 2,439,035 2,439,035 -

  本年度差額 187,436 187,436 -

  固定資産等の変動（内部変動） -75,778 75,778

    有形固定資産等の増加 577,222 -577,222

    有形固定資産等の減少 -710,548 710,548

    貸付金・基金等の増加 915,407 -915,407

    貸付金・基金等の減少 -857,860 857,860

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 783 783

  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 7,663 41,054 -33,391 -

  その他 -799,912 2 -799,913

  本年度純資産変動額 -604,030 -33,940 -570,090 -

本年度末純資産残高 12,477,466 16,855,764 -4,382,320 4,022

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 18,978

本年度歳計外現金増減額 10,962

本年度末歳計外現金残高 29,940

本年度末現金預金残高 721,756

財務活動収支 -643,042

本年度資金収支額 -649,680

前年度末資金残高 1,341,568

比例連結割合変更に伴う差額 -72

本年度末資金残高 691,816

    地方債等償還支出 323,006

    その他の支出 822,259

  財務活動収入 502,223

    地方債等発行収入 289,291

    その他の収入 212,931

    資産売却収入 15,400

    その他の収入 -

投資活動収支 -64,416

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,145,265

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,016,444

    国県等補助金収入 557,126

    基金取崩収入 443,739

    貸付金元金回収収入 179

  投資活動支出 1,080,860

    公共施設等整備費支出 580,411

    基金積立金支出 500,326

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 123

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,098

  臨時収入 4,098

業務活動収支 57,778

【投資活動収支】

    税収等収入 3,309,151

    国県等補助金収入 1,472,883

    使用料及び手数料収入 328,114

    その他の収入 398,524

  臨時支出 4,098

    移転費用支出 3,327,848

      補助金等支出 3,020,392

      社会保障給付支出 281,334

      その他の支出 26,122

  業務収入 5,508,672

    業務費用支出 2,123,045

      人件費支出 1,036,525

      物件費等支出 988,946

      支払利息支出 30,645

      その他の支出 66,931

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 5,450,894


