
【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 21,838,576   固定負債 6,548,263

    有形固定資産 20,708,084     地方債等 5,662,969

      事業用資産 7,274,266     長期未払金 -

        土地 3,198,502     退職手当引当金 858,179

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 27,115

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 795,491

        建物 10,407,939     １年内償還予定地方債等 639,971

        建物減価償却累計額 -7,713,718     未払金 38,771

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,384,900     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,003,783     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 58,099

        船舶 -     預り金 12,089

        船舶減価償却累計額 -     その他 46,561

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,343,753

        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 22,180,476

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -7,129,440

        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 557

        その他減価償却累計額 -131

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 13,006,831

        土地 264,086

        土地減損損失累計額 -

        建物 38,966

        建物減価償却累計額 -13,219

        建物減損損失累計額 -

        工作物 37,994,807

        工作物減価償却累計額 -25,355,445

        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 77,636

      物品 1,478,925

      物品減価償却累計額 -1,051,938

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 119,611

      ソフトウェア 119,611

      その他 -

    投資その他の資産 1,010,881

      投資及び出資金 5,472

        有価証券 2,044

        出資金 3,428

        その他 -

      長期延滞債権 14,777

      長期貸付金 -

      基金 970,907

        減債基金 36,362

        その他 934,545

      その他 20,814

      徴収不能引当金 -1,089

  流動資産 556,214

    現金預金 178,893

    未収金 17,156

    短期貸付金 -

    基金 341,900

      財政調整基金 341,900

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 18,839

    徴収不能引当金 -574

  繰延資産 - 純資産合計 15,051,036

資産合計 22,394,789 負債及び純資産合計 22,394,789

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）

－５－



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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

  経常費用 6,193,136

    業務費用 3,253,410

      人件費 949,326

        職員給与費 825,078

        賞与等引当金繰入額 58,046

        退職手当引当金繰入額 24,321

        その他 41,882

      物件費等 2,192,547

        物件費 1,015,729

        維持補修費 42,956

        減価償却費 1,133,842

        その他 21

      その他の業務費用 111,537

        支払利息 61,048

        徴収不能引当金繰入額 903

        その他 49,586

    移転費用 2,939,726

      補助金等 1,606,509

      社会保障給付 1,323,560

      その他 9,658

  経常収益 488,276

    使用料及び手数料 163,556

    その他 324,719

純経常行政コスト 5,704,861

  臨時損失 35,717

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,850

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,478

    資産売却益 2,478

    その他 -

純行政コスト 5,738,100

－６－



【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 15,660,365 23,113,157 -7,452,792 -

  純行政コスト（△） -5,738,100 -5,738,100 -

  財源 5,099,321 5,099,321 -

    税収等 3,390,980 3,390,980 -

    国県等補助金 1,708,340 1,708,340 -

  本年度差額 -638,779 -638,779 -

  固定資産等の変動（内部変動） -956,748 956,748

    有形固定資産等の増加 234,748 -234,748

    有形固定資産等の減少 -1,148,078 1,148,078

    貸付金・基金等の増加 166,363 -166,363

    貸付金・基金等の減少 -209,781 209,781

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,783 1,783

  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 3,970 8,681 -4,711 -

  その他 23,696 13,602 10,094

  本年度純資産変動額 -609,329 -932,681 323,351 -

本年度末純資産残高 15,051,036 22,180,476 -7,129,440 -

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
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【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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 5,053,906

    業務費用支出 2,113,585

      人件費支出 929,794

      物件費等支出 1,055,774

      支払利息支出 61,048

      その他の支出 66,970

    移転費用支出 2,940,321

      補助金等支出 1,607,114

      社会保障給付支出 1,323,549

      その他の支出 9,658

  業務収入 5,462,257

    税収等収入 3,395,370

    国県等補助金収入 1,592,672

    使用料及び手数料収入 163,760

    その他の収入 310,455

  臨時支出 13,449

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,449

  臨時収入 70,960

業務活動収支 465,863

【投資活動収支】

  投資活動支出 375,749

    公共施設等整備費支出 233,876

    基金積立金支出 141,873

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 214,417

    国県等補助金収入 57,464

    基金取崩収入 148,217

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 8,441

    その他の収入 296

投資活動収支 -161,332

【財務活動収支】

  財務活動支出 669,626

    地方債等償還支出 637,036

    その他の支出 32,590

  財務活動収入 357,964

    地方債等発行収入 344,958

    その他の収入 13,006

財務活動収支 -311,662

本年度資金収支額 -7,131

前年度末資金残高 174,198

比例連結割合変更に伴う差額 480

本年度末資金残高 167,547

前年度末歳計外現金残高 13,995

本年度歳計外現金増減額 -2,649

本年度末歳計外現金残高 11,346

本年度末現金預金残高 178,893
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