
【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 27,568,296   固定負債 11,023,104

    有形固定資産 24,625,575     地方債等 7,804,284

      事業用資産 18,059,752     長期未払金 7,952

        土地 8,853,555     退職手当引当金 2,048,821

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,162,047

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,093,882

        建物 18,372,487     １年内償還予定地方債等 833,316

        建物減価償却累計額 -10,250,500     未払金 30,778

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,969,930     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,893,537     前受収益 249

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 149,662

        船舶 -     預り金 68,079

        船舶減価償却累計額 -     その他 11,797

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 12,116,986

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 28,201,261

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,536,027

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 17,311

        その他減価償却累計額 -9,494

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 6,046,040

        土地 1,551,434

        土地減損損失累計額 -

        建物 555,340

        建物減価償却累計額 -373,531

        建物減損損失累計額 -

        工作物 10,519,544

        工作物減価償却累計額 -6,734,001

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 527,255

      物品 3,251,122

      物品減価償却累計額 -2,731,340

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 564,321

      ソフトウェア 1,511

      その他 562,810

    投資その他の資産 2,378,400

      投資及び出資金 439,836

        有価証券 5,550

        出資金 434,286

        その他 -

      長期延滞債権 371,271

      長期貸付金 7,023

      基金 1,322,035

        減債基金 -

        その他 1,322,035

      その他 267,231

      徴収不能引当金 -28,996

  流動資産 2,213,924

    現金預金 1,440,816

    未収金 138,458

    短期貸付金 334

    基金 632,631

      財政調整基金 632,439

      減債基金 192

    棚卸資産 2,088

    その他 2,031

    徴収不能引当金 -2,433

  繰延資産 - 純資産合計 17,665,234

資産合計 29,782,219 負債及び純資産合計 29,782,219

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 19,388

    その他 5,657

純行政コスト 11,998,805

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 418

  臨時利益 25,045

  臨時損失 7,029

    災害復旧事業費 3,920

    資産除売却損 2,691

    使用料及び手数料 704,200

    その他 505,055

純経常行政コスト 12,016,821

      社会保障給付 745,275

      その他 3,525

  経常収益 1,209,255

        その他 121,329

    移転費用 7,770,021

      補助金等 7,021,222

      その他の業務費用 195,096

        支払利息 77,134

        徴収不能引当金繰入額 -3,367

        維持補修費 308,259

        減価償却費 907,566

        その他 13

        その他 102,691

      物件費等 3,146,312

        物件費 1,930,474

        職員給与費 1,721,317

        賞与等引当金繰入額 148,853

        退職手当引当金繰入額 141,786

  経常費用 13,226,076

    業務費用 5,456,055

      人件費 2,114,647

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】

-2,224,396,121 -3,143,737,647 919,341,526

18888830683 29454046807 -10565216124 （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 16,664,435 26,310,309 -9,645,875 -

  純行政コスト（△） -11,998,805 -11,998,805 -

  財源 12,004,437 12,004,437 -

    税収等 7,567,294 7,567,294 -

    国県等補助金 4,437,143 4,437,143 -

  本年度差額 5,632 5,632 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,807 -1,807

    有形固定資産等の増加 635,787 -635,787

    有形固定資産等の減少 -858,243 858,243

    貸付金・基金等の増加 706,070 -706,070

    貸付金・基金等の減少 -481,807 481,807

  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 -228,728 -232,647 3,919 -

  その他 1,223,895 2,121,792 -897,897

  本年度純資産変動額 1,000,799 1,890,951 -890,152 -

本年度末純資産残高 17,665,234 28,201,261 -10,536,027 -

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 65,215

本年度歳計外現金増減額 2,864

本年度末歳計外現金残高 68,079

本年度末現金預金残高 1,440,816

財務活動収支 -194,720

本年度資金収支額 -52,060

前年度末資金残高 1,427,647

比例連結割合変更に伴う差額 -2,851

本年度末資金残高 1,372,736

    地方債等償還支出 776,009

    その他の支出 730

  財務活動収入 582,018

    地方債等発行収入 567,758

    その他の収入 14,261

    資産売却収入 19,388

    その他の収入 2,691

投資活動収支 -723,041

【財務活動収支】

  財務活動支出 776,739

    その他の支出 -

  投資活動収入 599,584

    国県等補助金収入 130,811

    基金取崩収入 437,735

    貸付金元金回収収入 8,959

  投資活動支出 1,322,624

    公共施設等整備費支出 642,278

    基金積立金支出 657,469

    投資及び出資金支出 14,877

    貸付金支出 8,000

    災害復旧事業費支出 3,920

    その他の支出 319

  臨時収入 5,557

業務活動収支 865,701

【投資活動収支】

    税収等収入 7,544,368

    国県等補助金収入 4,324,372

    使用料及び手数料収入 695,270

    その他の収入 481,946

  臨時支出 4,239

    移転費用支出 7,769,713

      補助金等支出 7,021,222

      社会保障給付支出 745,275

      その他の支出 3,217

  業務収入 13,045,957

    業務費用支出 4,411,861

      人件費支出 1,973,843

      物件費等支出 2,236,631

      支払利息支出 77,134

      その他の支出 124,253

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 12,181,574


