
【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 436,946,150   固定負債 99,078,240

    有形固定資産 421,846,633     地方債等 73,875,771

      事業用資産 144,483,976     長期未払金 725,527

        土地 61,919,086     退職手当引当金 10,716,466

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,662,880

        建物 138,509,765     その他 10,097,595

        建物減価償却累計額 -72,364,770   流動負債 11,990,591

        工作物 23,080,020     １年内償還予定地方債等 7,416,356

        工作物減価償却累計額 -7,389,477     未払金 2,471,039

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 8

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,207,909

        航空機 -     預り金 771,125

        航空機減価償却累計額 -     その他 124,154

        その他 676,079 負債合計 111,068,830

        その他減価償却累計額 -62,064 【純資産の部】

        建設仮勘定 115,337   固定資産等形成分 446,515,168

      インフラ資産 272,972,812   余剰分（不足分） -95,090,815

        土地 148,321,292   他団体出資等分 -

        建物 4,982,244

        建物減価償却累計額 -1,973,266

        工作物 215,889,148

        工作物減価償却累計額 -97,209,675

        その他 5,272,463

        その他減価償却累計額 -3,779,325

        建設仮勘定 1,469,932

      物品 14,339,938

      物品減価償却累計額 -9,950,093

    無形固定資産 43,479

      ソフトウェア 34,909

      その他 8,571

    投資その他の資産 15,056,038

      投資及び出資金 600,198

        有価証券 100,000

        出資金 500,198

        その他 -

      長期延滞債権 448,169

      長期貸付金 214,335

      基金 13,349,116

        減債基金 40,019

        その他 13,309,096

      その他 548,656

      徴収不能引当金 -104,435

  流動資産 25,547,033

    現金預金 12,541,184

    未収金 3,461,947

    短期貸付金 -

    基金 9,569,018

      財政調整基金 9,569,018

      減債基金 -

    棚卸資産 112,484

    その他 1,000

    徴収不能引当金 -138,600

  繰延資産 - 純資産合計 351,424,352

資産合計 462,493,183 負債及び純資産合計 462,493,183

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）

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 88,675,291

    業務費用 50,440,776

      人件費 19,067,793

        職員給与費 13,588,247

        賞与等引当金繰入額 1,128,022

        退職手当引当金繰入額 659,396

        その他 3,692,128

      物件費等 29,774,801

        物件費 19,122,011

        維持補修費 1,441,542

        減価償却費 9,190,450

        その他 20,798

      その他の業務費用 1,598,182

        支払利息 459,538

        徴収不能引当金繰入額 99,725

        その他 1,038,919

    移転費用 38,234,514

      補助金等 25,898,803

      社会保障給付 11,690,394

      その他 645,317

  経常収益 22,221,264

    使用料及び手数料 19,429,715

    その他 2,791,549

純経常行政コスト 66,454,027

  臨時損失 525,301

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,153

    損失補償等引当金繰入額 493,654

    その他 14,494

  臨時利益 31,000

    資産売却益 26,747

    その他 4,253

純行政コスト 66,948,328



【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 345,957,826 442,578,053 -96,620,227 -

  純行政コスト（△） -66,948,328 -66,948,328 -

  財源 69,796,523 69,796,523 -

    税収等 46,563,613 46,563,613 -

    国県等補助金 23,232,910 23,232,910 -

  本年度差額 2,848,194 2,848,194 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,346,787 -1,346,787

    有形固定資産等の増加 12,031,292 -12,031,292

    有形固定資産等の減少 -12,005,667 12,005,667

    貸付金・基金等の増加 4,418,290 -4,418,290

    貸付金・基金等の減少 -3,097,128 3,097,128

  資産評価差額 -884 -884

  無償所管換等 2,591,212 2,591,212

  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 28,004 - 28,004

  本年度純資産変動額 5,466,527 3,937,115 1,529,412 -

本年度末純資産残高 351,424,352 446,515,168 -95,090,815 -

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）

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 80,138,550

    業務費用支出 41,904,036

      人件費支出 19,493,141

      物件費等支出 21,342,558

      支払利息支出 459,538

      その他の支出 608,798

    移転費用支出 38,234,514

      補助金等支出 25,898,803

      社会保障給付支出 11,690,394

      その他の支出 645,317

  業務収入 89,376,920

    税収等収入 45,855,552

    国県等補助金収入 21,512,210

    使用料及び手数料収入 19,232,831

    その他の収入 2,776,326

  臨時支出 14,494

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 14,494

  臨時収入 4,253

業務活動収支 9,228,128

【投資活動収支】

  投資活動支出 13,594,800

    公共施設等整備費支出 9,253,074

    基金積立金支出 3,340,208

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 899,595

    その他の支出 1,923

  投資活動収入 5,424,498

    国県等補助金収入 1,750,700

    基金取崩収入 2,055,948

    貸付金元金回収収入 919,868

    資産売却収入 85,993

    その他の収入 611,989

投資活動収支 -8,170,302

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,236,617

    地方債等償還支出 7,132,669

    その他の支出 103,948

  財務活動収入 4,295,700

    地方債等発行収入 4,295,700

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 773,310

本年度歳計外現金増減額 -2,185

本年度末歳計外現金残高 771,125

本年度末現金預金残高 12,541,184

財務活動収支 -2,940,917

本年度資金収支額 -1,883,090

前年度末資金残高 13,653,149

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 11,770,059


