
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 27,257,256 固定負債 8,623,853

有形固定資産 25,285,451 地方債 7,708,546
事業用資産 9,557,460 長期未払金 -            

土地 2,683,049 退職手当引当金 201,819
立木竹 135,100 損失補償等引当金 -            
建物 15,902,547 その他 713,488
建物減価償却累計額 -9,379,063 流動負債 1,166,629
工作物 333,096 1年内償還予定地方債 1,007,234
工作物減価償却累計額 -233,684 未払金 46,571
船舶 -            未払費用 -            
船舶減価償却累計額 -            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 97,011
航空機 -            預り金 8,483
航空機減価償却累計額 -            その他 7,330
その他 -            
その他減価償却累計額 -            
建設仮勘定 116,414

インフラ資産 15,518,069
土地 66,802
建物 2,806,135
建物減価償却累計額 -1,423,542
工作物 30,413,494
工作物減価償却累計額 -16,344,820
その他 -            負債合計 9,790,483
その他減価償却累計額 -            【純資産の部】
建設仮勘定 -            固定資産等形成分 27,645,903

物品 1,208,360 余剰分（不足分） -9,502,405
物品減価償却累計額 -998,438 他団体出資等分 -            

無形固定資産 1,585
ソフトウェア 1,415
その他 170

投資その他の資産 1,970,221
投資及び出資金 961,522

有価証券 70
出資金 961,452
その他 -            

投資損失引当金 -            
長期延滞債権 41,040
長期貸付金 4,000
基金 655,559

減債基金 31,223
その他 624,336

その他 312,246
徴収不能引当金 -4,146

流動資産 676,724
現金預金 100,760
未収金 143,650
短期貸付金 -            
基金 425,541

財政調整基金 425,541
その他 -            

棚卸資産 7,156
その他 211
徴収不能引当金 -593

純資産合計 18,143,498
資産合計 27,933,981 負債及び純資産合計 27,933,981

科目 科目

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）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 5,773,140

業務費用 4,027,223
人件費 1,516,565

職員給与費 1,356,494
賞与等引当金繰入額 36,501
退職手当引当金繰入額 -                
その他 123,569

物件費等 2,306,969
物件費 1,198,909
維持補修費 32,322
減価償却費 1,075,736
その他 2

その他の業務費用 203,689
支払利息 109,047
徴収不能引当金繰入額 4,695
その他 89,946

移転費用 1,745,917
補助金等 1,108,997
社会保障給付 624,706
他会計への繰出金 -                
その他 12,214

経常収益 1,688,567
使用料及び手数料 879,201
その他 809,366

純経常行政コスト 4,084,573
【純行政コスト】

臨時損失 1,449
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 1,142
投資損失引当金繰入額 -                
損失補償等引当金繰入額 -                
その他 307

臨時利益 5,558
資産売却益 5,558
その他 -                

純行政コスト 4,080,465

科目

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



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰分
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 18,236,753 29,085,941 -10,849,187 -            
純行政コスト（△） -4,080,465 -4,080,465 -            
財源 3,701,247 3,701,247 -            

税収等 3,075,700 3,075,700 -            
国県等補助金 625,547 625,547 -            

本年度差額 -379,218 -379,218
固定資産等の変動（内部変動） -970,059 970,059

有形固定資産等の増加 214,590 -214,590
有形固定資産等の減少 -1,080,221 1,080,221
貸付金・基金等の増加 306,575 -306,575
貸付金・基金等の減少 -411,002 411,002

資産評価差額 -            -            
無償所管換等 -74,879 -74,879
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 360,842 -395,100 755,942
本年度純資産変動額 -93,256 -1,440,038 1,346,782 -            

本年度末純資産残高 18,143,498 27,645,903 -9,502,405 -            

他団体出資等分

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】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 4,667,753

業務費用支出 2,921,834
人件費支出 1,515,815
物件費等支出 1,212,103
支払利息支出 109,047
その他の支出 84,869

移転費用支出 1,745,918
補助金等支出 1,108,998
社会保障給付支出 624,706
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 12,214

業務収入 5,193,014
税収等収入 3,077,804
国県等補助金収入 579,744
使用料及び手数料収入 785,079
その他の収入 750,387

臨時支出
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 -                

臨時収入 39,391
国県等補助金収入 39,391
その他の収入 -                

業務活動収支合計 564,652
【投資活動収支】

投資活動支出 332,729
公共施設等整備費支出 163,455
基金積立金支出 133,274
投資及び出資金支出 14,000
貸付金支出 22,000
その他の支出 -                

投資活動収入 257,569
国県等補助金収入 10,988
基金取崩収入 215,905
貸付金元金回収収入 22,000
資産売却収入 8,601
その他の収入 76

投資活動収支合計 -75,161
【財務活動収支】

財務活動支出 1,190,593
地方債償還支出 1,184,659
その他の支出 5,934

財務活動収入 689,625
地方債発行収入 565,877
その他の収入 123,748

財務活動収支合計 -500,968
本年度資金収支額 -11,476
前年度末資金残高 106,232
比例連結割合変更に伴う差額 -                
本年度末資金残高 94,755

前年度末歳計外現金残高 6,078
本年度歳計外現金増減額 -72
本年度末歳計外現金残高 6,005
本年度末現金預金残高 100,760

科目

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


