
【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 27,878,957   固定負債 4,592,505

    有形固定資産 26,852,343     地方債等 4,159,751

      事業用資産 8,165,655     長期未払金 219,862

        土地 2,274,584     退職手当引当金 206,304

        立木竹 138,589     損失補償等引当金 -

        建物 12,629,743     その他 6,588

        建物減価償却累計額 -6,940,333   流動負債 739,933

        工作物 736,704     １年内償還予定地方債等 632,530

        工作物減価償却累計額 -689,509     未払金 21,132

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 50,628

        航空機 -     預り金 32,235

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,408

        その他 - 負債合計 5,332,438

        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 28,269,712

      インフラ資産 18,605,691   余剰分（不足分） -5,157,823

        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 518,689

      物品減価償却累計額 -437,691

    無形固定資産 25,062

      ソフトウェア 25,062

      その他 -

    投資その他の資産 1,001,552

      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 33,801

      長期貸付金 6,841

      基金 947,497

        減債基金 41,879

        その他 905,618

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,205

  流動資産 565,370

    現金預金 165,909

    未収金 8,715

    短期貸付金 -

    基金 390,755

      財政調整基金 390,755

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9

  繰延資産 - 純資産合計 23,111,889

資産合計 28,444,327 負債及び純資産合計 28,444,327

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 9,386

    その他 -

純行政コスト 4,690,256

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 454,984

  臨時利益 9,386

  臨時損失 609,577

    災害復旧事業費 154,593

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 185,170

    その他 186,927

純経常行政コスト 4,090,065

      社会保障給付 195,504

      その他 15,356

  経常収益 372,098

        その他 39,734

    移転費用 1,526,995

      補助金等 1,316,136

      その他の業務費用 87,336

        支払利息 47,831

        徴収不能引当金繰入額 -229

        維持補修費 55,502

        減価償却費 1,134,428

        その他 1,431

        その他 34,287

      物件費等 2,209,857

        物件費 1,018,497

        職員給与費 609,488

        賞与等引当金繰入額 50,628

        退職手当引当金繰入額 -56,428

  経常費用 4,462,163

    業務費用 2,935,168

      人件費 637,974

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 23,995,505 29,442,778 -5,447,272 -

  純行政コスト（△） -4,690,256 -4,690,256 -

  財源 3,806,640 3,806,640 -

    税収等 2,505,172 2,505,172 -

    国県等補助金 1,301,468 1,301,468 -

  本年度差額 -883,616 -883,616 -

  固定資産等の変動（内部変動） -718,081 718,081

    有形固定資産等の増加 479,927 -479,927

    有形固定資産等の減少 -1,134,428 1,134,428

    貸付金・基金等の増加 515,641 -515,641

    貸付金・基金等の減少 -579,222 579,222

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -883,616 -718,081 -165,535 -

本年度末純資産残高 23,111,889 28,269,712 -5,157,823 -

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 33,231

本年度歳計外現金増減額 -996

本年度末歳計外現金残高 32,235

本年度末現金預金残高 165,909

財務活動収支 -279,258

本年度資金収支額 -41,560

前年度末資金残高 175,234

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 133,673

    地方債等償還支出 617,854

    その他の支出 25,798

  財務活動収入 364,394

    地方債等発行収入 364,394

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,386

    その他の収入 -

投資活動収支 77,208

【財務活動収支】

  財務活動支出 643,652

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,064,706

    国県等補助金収入 480,185

    基金取崩収入 574,807

    貸付金元金回収収入 328

  投資活動支出 987,498

    公共施設等整備費支出 479,927

    基金積立金支出 505,771

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,800

    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 160,490

【投資活動収支】

    税収等収入 2,509,021

    国県等補助金収入 689,612

    使用料及び手数料収入 185,486

    その他の収入 182,252

  臨時支出 154,593

    移転費用支出 1,526,995

      補助金等支出 1,316,136

      社会保障給付支出 195,504

      その他の支出 15,356

  業務収入 3,566,371

    業務費用支出 1,855,964

      人件費支出 694,741

      物件費等支出 1,079,551

      支払利息支出 47,831

      その他の支出 33,841

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 3,382,959


