
【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 8,806,672   固定負債 1,532,727

    有形固定資産 7,979,663     地方債等 1,266,119

      事業用資産 4,991,510     長期未払金 -

        土地 1,517,116     退職手当引当金 265,943

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,739,916     その他 665

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 187,861

        建物 4,674,711     １年内償還予定地方債等 168,825

        建物減価償却累計額 -3,460,665     未払金 147

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 797,157     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -293,993     前受収益 163

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 18,627

        船舶 -     預り金 98

        船舶減価償却累計額 -     その他 2

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,720,588

        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 9,004,599

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,597,358

        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 -

        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 17,269

      インフラ資産 2,888,837

        土地 10,206

        土地減損損失累計額 -

        建物 90,057

        建物減価償却累計額 -39,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 7,091,179

        工作物減価償却累計額 -4,276,339

        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 12,852

      物品 715,388

      物品減価償却累計額 -616,073

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,892

      ソフトウェア 596

      その他 30,296

    投資その他の資産 796,117

      投資及び出資金 24,265

        有価証券 9,326

        出資金 14,939

        その他 -

      長期延滞債権 885

      長期貸付金 37,978

      基金 732,989

        減債基金 234,012

        その他 498,977

      その他 0

      徴収不能引当金 0

  流動資産 321,157

    現金預金 90,787

    未収金 32,442

    短期貸付金 1,921

    基金 196,006

      財政調整基金 196,006

      減債基金 -

    棚卸資産 1

    その他 0

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,407,241

資産合計 9,127,829 負債及び純資産合計 9,127,829

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 1,961

    その他 168

純行政コスト 1,407,245

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,129

  臨時損失 46,217

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 46,217

    使用料及び手数料 174,039

    その他 65,308

純経常行政コスト 1,363,157

      社会保障給付 91,880

      その他 4,692

  経常収益 239,347

        その他 6,285

    移転費用 352,045

      補助金等 255,473

      その他の業務費用 24,385

        支払利息 18,279

        徴収不能引当金繰入額 -180

        維持補修費 139,964

        減価償却費 287,354

        その他 271

        その他 47,322

      物件費等 909,039

        物件費 481,451

        職員給与費 195,749

        賞与等引当金繰入額 18,520

        退職手当引当金繰入額 55,445

  経常費用 1,602,503

    業務費用 1,250,458

      人件費 317,034

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 7,628,371 9,199,849 -1,571,477 -

  純行政コスト（△） -1,407,245 -1,407,245 -

  財源 1,177,425 1,177,425 -

    税収等 863,802 863,802 -

    国県等補助金 313,623 313,623 -

  本年度差額 -229,820 -229,820 -

  固定資産等の変動（内部変動） -197,101 197,101

    有形固定資産等の増加 537,455 -537,455

    有形固定資産等の減少 -564,847 564,847

    貸付金・基金等の増加 861,569 -861,569

    貸付金・基金等の減少 -1,031,278 1,031,278

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,120 9,120

  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 -419 -7,273 6,854 -

  その他 -12 4 -16

  本年度純資産変動額 -221,130 -195,250 -25,881 -

本年度末純資産残高 7,407,241 9,004,599 -1,597,358 -

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 27

本年度歳計外現金増減額 12

本年度末歳計外現金残高 40

本年度末現金預金残高 90,787

財務活動収支 40,171

本年度資金収支額 39,978

前年度末資金残高 51,105

比例連結割合変更に伴う差額 -336

本年度末資金残高 90,747

    地方債等償還支出 155,034

    その他の支出 58

  財務活動収入 195,263

    地方債等発行収入 195,263

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,961

    その他の収入 -

投資活動収支 42,845

【財務活動収支】

  財務活動支出 155,092

    その他の支出 -

  投資活動収入 386,621

    国県等補助金収入 177,072

    基金取崩収入 204,828

    貸付金元金回収収入 2,760

  投資活動支出 343,776

    公共施設等整備費支出 306,178

    基金積立金支出 33,507

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,091

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 2

業務活動収支 -43,038

【投資活動収支】

    税収等収入 863,526

    国県等補助金収入 110,084

    使用料及び手数料収入 172,849

    その他の収入 65,185

  臨時支出 -

    移転費用支出 352,100

      補助金等支出 255,473

      社会保障給付支出 91,880

      その他の支出 4,746

  業務収入 1,211,643

    業務費用支出 902,583

      人件費支出 262,429

      物件費等支出 615,590

      支払利息支出 18,279

      その他の支出 6,285

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 1,254,683


