
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 53,804,076 固定負債 7,400,533

有形固定資産 51,357,245 地方債 4,467,781
事業用資産 11,427,866 長期未払金 -

土地 6,139,636 退職手当引当金 1,268,736
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,792,897 その他 1,664,016
建物減価償却累計額 △ 9,237,925 流動負債 784,415
工作物 1,503,576 1年内償還予定地方債 536,198
工作物減価償却累計額 △ 1,052,700 未払金 95,489
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 95,143
航空機 - 預り金 46,116
航空機減価償却累計額 - その他 11,469
その他 48 8,184,948
その他減価償却累計額 △ 46 【純資産の部】
建設仮勘定 16,640 固定資産等形成分 54,681,417

インフラ資産 38,789,667 余剰分（不足分） △ 6,924,738
土地 1,217,744 他団体出資等分 -
建物 825,020
建物減価償却累計額 △ 274,127
工作物 95,770,742
工作物減価償却累計額 △ 59,001,670
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 251,958

物品 2,787,290
物品減価償却累計額 △ 1,647,577

無形固定資産 181,605
ソフトウェア 5,881
その他 175,725

投資その他の資産 2,265,225
投資及び出資金 246,697

有価証券 234,550
出資金 12,147
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 71,439
長期貸付金 79
基金 1,829,779

減債基金 74,829
その他 1,754,950

その他 120,763
徴収不能引当金 △ 3,532

流動資産 2,137,552
現金預金 1,178,132
未収金 85,667
短期貸付金 -
基金 877,341

財政調整基金 877,341
減債基金 -

棚卸資産 533
その他 330
徴収不能引当金 △ 4,452

繰延資産 - 47,756,679
55,941,627 55,941,627

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

163

371

371

-

8,343,654

-

510,603

289,100

9,376

722,821

409,776

313,045

8,336,823

7,203

-

7,040

-

2,753,476

135,041

3,991,819

1,409,966

184,477

2,393,616

3,760

87,590

37,688

5,378

44,524

3,562,555

1,584

【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

9,059,644

5,497,089

1,417,679

1,184,294

96,760



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 55,517,898 △ 6,631,780 -

純行政コスト（△） △ 8,343,654 -

財源 7,238,654 -

税収等 4,841,610 -

国県等補助金 2,397,044 -

本年度差額 △ 1,105,000 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 805,703 805,703

有形固定資産等の増加 1,560,038 △ 1,560,038

有形固定資産等の減少 △ 2,402,005 2,402,005

貸付金・基金等の増加 385,597 △ 385,597

貸付金・基金等の減少 △ 349,333 349,333

資産評価差額 1,612

無償所管換等 △ 3,644

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 △ 28,746 6,339

本年度純資産変動額 △ 836,482 △ 292,958 -

本年度末純資産残高 54,681,417 △ 6,924,738 -47,756,679

△ 3,644

-

-

-

△ 22,407

△ 1,129,440

1,612

48,886,118

△ 8,343,654

7,238,654

4,841,610

2,397,044

△ 1,105,000

【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



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 6,645,837

業務費用支出 3,083,493

人件費支出 1,414,252

物件費等支出 1,597,267

支払利息支出 37,688

その他の支出 34,286

移転費用支出 3,562,344

補助金等支出 2,753,266

社会保障給付支出 510,603

他会計への繰出支出 289,100

その他の支出 9,376

業務収入 7,563,838

税収等収入 4,781,275

国県等補助金収入 2,097,402

使用料及び手数料収入 410,781

その他の収入 274,379

臨時支出 163

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 163

臨時収入 -

業務活動収支 917,837

【投資活動収支】

投資活動支出 1,815,223

公共施設等整備費支出 1,398,521

基金積立金支出 288,294

投資及び出資金支出 100,000

貸付金支出 28,000

その他の支出 408

投資活動収入 641,536

国県等補助金収入 295,582

基金取崩収入 305,247

貸付金元金回収収入 28,002

資産売却収入 371

その他の収入 12,333

投資活動収支 △ 1,173,688

【財務活動収支】

財務活動支出 525,138

地方債償還支出 515,823

その他の支出 9,315

財務活動収入 859,829

地方債発行収入 859,829

その他の収入 -

財務活動収支 334,690

78,840

1,054,110

比例連結割合変更に伴う差額 -

1,132,950

前年度末歳計外現金残高 44,693

本年度歳計外現金増減額 489

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末歳計外現金残高 45,182

本年度末現金預金残高 1,178,132

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


