
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 29,216,831 固定負債 6,171,625

有形固定資産 26,224,557 地方債 5,152,284
事業用資産 7,149,692 長期未払金 -

土地 3,368,269 退職手当引当金 982,519
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 12,791,621 その他 36,822
建物減価償却累計額 △ 9,217,694 流動負債 810,957
工作物 1,250,340 1年内償還予定地方債 506,304
工作物減価償却累計額 △ 1,068,880 未払金 137,844
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 870
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 99,238
航空機 - 預り金 54,470
航空機減価償却累計額 - その他 12,230
その他 48 6,982,582
その他減価償却累計額 △ 46 【純資産の部】
建設仮勘定 4,374 固定資産等形成分 31,497,739

インフラ資産 18,249,215 余剰分（不足分） △ 5,918,269
土地 3,432,981 他団体出資等分 -
建物 950,514
建物減価償却累計額 △ 208,350
工作物 34,717,839
工作物減価償却累計額 △ 20,651,094
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 7,324

物品 3,132,526
物品減価償却累計額 △ 2,306,876

無形固定資産 2,741
ソフトウェア -
その他 2,741

投資その他の資産 2,989,533
投資及び出資金 186,840

有価証券 161,377
出資金 25,463
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 191,421
長期貸付金 -
基金 2,455,430

減債基金 8,828
その他 2,446,602

その他 170,104
徴収不能引当金 △ 14,262

流動資産 3,345,221
現金預金 953,579
未収金 111,489
短期貸付金 -
基金 2,280,908

財政調整基金 1,776,546
減債基金 504,362

棚卸資産 4,952
その他 2,000
徴収不能引当金 △ 7,706

繰延資産 - 25,579,470
32,562,052 32,562,052

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

4,531

【様式第２号】

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 金額

12,712,466

4,759,494

1,426,748

1,257,971

97,900

4,052,109

66,345

3,140,014

1,900,384

126,034

1,112,283

1,313

192,733

29,169

10,529

153,034

7,952,971

-

3,417,251

476,712

6,900

1,032,384

573,025

459,359

11,680,082

1,626,705

2,597

5,855

-

1,618,253

342

342

-

13,306,444



連結 （単位：千円）

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 31,601,544 △ 5,831,249 -

純行政コスト（△） 13,306,444 -

財源 13,102,401 -

税収等 8,614,805 -

国県等補助金 4,487,595 -

本年度差額 △ 204,043 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 120,496 120,496

有形固定資産等の増加 798,091 △ 798,091

有形固定資産等の減少 △ 1,115,798 1,115,798

貸付金・基金等の増加 427,011 △ 427,011

貸付金・基金等の減少 △ 229,800 229,800

資産評価差額 4,246

無償所管換等 △ 5,613

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 18,965 △ 2,079 -

その他 △ 907 △ 1,394

本年度純資産変動額 △ 103,805 △ 87,020 -

本年度末純資産残高 31,497,739 △ 5,918,269 -

【様式第３号】

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

科目 合計

4,246

25,770,294

13,306,444

13,102,401

8,614,805

4,487,595

△ 204,043

25,579,470

△ 5,613

-

-

16,887

△ 2,301

△ 190,824



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,571,593

業務費用支出 3,618,622

人件費支出 1,416,915

物件費等支出 2,015,454

支払利息支出 29,169

その他の支出 157,084

移転費用支出 7,952,971

補助金等支出 4,052,492

社会保障給付支出 3,417,251

他会計への繰出支出 476,329

その他の支出 6,900

業務収入 13,921,511

税収等収入 8,876,170

国県等補助金収入 4,134,505

使用料及び手数料収入 578,448

その他の収入 332,388

臨時支出 1,626,488

災害復旧事業費支出 2,597

その他の支出 1,623,890

臨時収入 -

業務活動収支 723,430

【投資活動収支】

投資活動支出 1,138,388

公共施設等整備費支出 726,631

基金積立金支出 403,757

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 299,619

国県等補助金収入 36,664

基金取崩収入 207,376

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 342

その他の収入 55,237

投資活動収支 △ 838,769

【財務活動収支】

財務活動支出 504,171

地方債償還支出 504,171

その他の支出 -

財務活動収入 613,452

地方債発行収入 613,452

その他の収入 -

財務活動収支 109,281

△ 6,058

905,310

比例連結割合変更に伴う差額 △ 143

899,109

前年度末歳計外現金残高 60,493

本年度歳計外現金増減額 △ 6,023

本年度末歳計外現金残高 54,470

本年度末現金預金残高 953,579

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


