
【様式第1号】

（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 28,513,795   固定負債 4,685,935

    有形固定資産 27,027,621     地方債等 4,175,981

      事業用資産 8,278,183     長期未払金 219,862

        土地 2,287,513     退職手当引当金 283,503

        立木竹 138,589     損失補償等引当金 -

        建物 12,790,662     その他 6,590

        建物減価償却累計額 -7,037,100   流動負債 756,726

        工作物 865,358     １年内償還予定地方債等 636,671

        工作物減価償却累計額 -782,731     未払金 22,177

        船舶 82     未払費用 842

        船舶減価償却累計額 -66     前受金 96

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 59,879

        航空機 -     預り金 32,957

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,104

        その他 - 負債合計 5,442,660

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,876   固定資産等形成分 28,904,950

      インフラ資産 18,605,691   余剰分（不足分） -5,227,883

        土地 4,252   他団体出資等分 -

        建物 793,453

        建物減価償却累計額 -435,206

        工作物 40,348,680

        工作物減価償却累計額 -22,125,609

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120

      物品 729,360

      物品減価償却累計額 -585,613

    無形固定資産 25,143

      ソフトウェア 25,143

      その他 -

    投資その他の資産 1,461,031

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      長期延滞債権 33,905

      長期貸付金 6,841

      基金 1,406,483

        減債基金 50,279

        その他 1,356,203

      その他 390

      徴収不能引当金 -1,207

  流動資産 605,932

    現金預金 205,526

    未収金 8,715

    短期貸付金 -

    基金 391,155

      財政調整基金 391,155

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 546

    徴収不能引当金 -9

  繰延資産 - 純資産合計 23,677,067

資産合計 29,119,728 負債及び純資産合計 29,119,728

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 9,813

    その他 -

純行政コスト 5,467,277

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 454,984

  臨時利益 9,813

  臨時損失 609,584

    災害復旧事業費 154,593

    資産除売却損 7

    使用料及び手数料 185,298

    その他 241,452

純経常行政コスト 4,867,506

      社会保障給付 195,504

      その他 15,787

  経常収益 426,750

        その他 47,754

    移転費用 2,131,997

      補助金等 1,920,706

      その他の業務費用 95,735

        支払利息 48,210

        徴収不能引当金繰入額 -229

        維持補修費 59,112

        減価償却費 1,155,626

        その他 5,439

        その他 41,651

      物件費等 2,277,463

        物件費 1,057,287

        職員給与費 743,940

        賞与等引当金繰入額 59,879

        退職手当引当金繰入額 -56,408

  経常費用 5,294,256

    業務費用 3,162,259

      人件費 789,061

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】

（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 24,663,292 30,319,457 -5,656,166 -

  純行政コスト（△） -5,467,277 -5,467,277 -

  財源 4,573,761 4,573,761 -

    税収等 3,008,209 3,008,209 -

    国県等補助金 1,565,552 1,565,552 -

  本年度差額 -893,516 -893,516 -

  固定資産等の変動（内部変動） -737,643 737,643

    有形固定資産等の増加 511,610 -511,610

    有形固定資産等の減少 -1,155,633 1,155,633

    貸付金・基金等の増加 603,018 -603,018

    貸付金・基金等の減少 -696,638 696,638

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 -1,286 -14,726 13,439 -

  その他 78 - 78

  本年度純資産変動額 -894,725 -752,369 -142,356 -

本年度末純資産残高 23,677,067 28,904,950 -5,227,883 -

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 33,946

本年度歳計外現金増減額 -1,177

本年度末歳計外現金残高 32,769

本年度末現金預金残高 205,526

財務活動収支 -282,118

本年度資金収支額 -40,956

前年度末資金残高 214,427

比例連結割合変更に伴う差額 -713

本年度末資金残高 172,758

    地方債等償還支出 622,267

    その他の支出 25,798

  財務活動収入 365,946

    地方債等発行収入 365,946

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,813

    その他の収入 43,462

投資活動収支 68,459

【財務活動収支】

  財務活動支出 648,065

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,174,929

    国県等補助金収入 480,186

    基金取崩収入 616,400

    貸付金元金回収収入 25,068

  投資活動支出 1,106,470

    公共施設等整備費支出 511,550

    基金積立金支出 569,366

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 25,554

    災害復旧事業費支出 154,593

    その他の支出 -

  臨時収入 131,671

業務活動収支 172,704

【投資活動収支】

    税収等収入 3,009,150

    国県等補助金収入 953,696

    使用料及び手数料収入 185,614

    その他の収入 241,821

  臨時支出 154,593

    移転費用支出 2,131,997

      補助金等支出 1,920,706

      社会保障給付支出 195,504

      その他の支出 15,787

  業務収入 4,390,280

    業務費用支出 2,062,657

      人件費支出 846,037

      物件費等支出 1,126,539

      支払利息支出 48,210

      その他の支出 41,872

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 4,194,654


