
【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 440,108,423   固定負債 102,255,016

    有形固定資産 424,942,897     地方債等 80,452,061

      事業用資産 147,393,402     長期未払金 725,527

        土地 63,398,203     退職手当引当金 10,716,466

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 141,362,784     その他 10,360,962

        建物減価償却累計額 -73,791,210   流動負債 13,478,682

        工作物 23,118,313     １年内償還予定地方債等 7,416,356

        工作物減価償却累計額 -7,424,224     未払金 3,879,340

        船舶 -     未払費用 12,444

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,320

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,208,355

        航空機 -     預り金 792,789

        航空機減価償却累計額 -     その他 157,077

        その他 676,480 負債合計 115,733,698

        その他減価償却累計額 -62,281 【純資産の部】

        建設仮勘定 115,337   固定資産等形成分 449,677,441

      インフラ資産 272,972,812   余剰分（不足分） -91,288,288

        土地 148,321,292   他団体出資等分 290,498

        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 15,232,370

      物品減価償却累計額 -10,655,687

    無形固定資産 186,076

      ソフトウェア 177,352

      その他 8,724

    投資その他の資産 14,979,450

      投資及び出資金 342,258

        有価証券 100,000

        出資金 242,258

        その他 -

      長期延滞債権 481,559

      長期貸付金 144,335

      基金 13,564,866

        減債基金 40,019

        その他 13,524,846

      その他 557,779

      徴収不能引当金 -111,345

  流動資産 34,304,926

    現金預金 14,274,629

    未収金 4,891,337

    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 4,407,004

    その他 1,310,268

    徴収不能引当金 -147,330

  繰延資産 - 純資産合計 358,679,652

資産合計 474,413,350 負債及び純資産合計 474,413,350

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 117,580,556

    業務費用 52,471,292

      人件費 19,275,637

        職員給与費 13,731,224

        賞与等引当金繰入額 1,128,468

        退職手当引当金繰入額 659,396

        その他 3,756,549

      物件費等 31,045,370

        物件費 19,782,792

        維持補修費 1,453,764

        減価償却費 9,308,066

        その他 500,748

      その他の業務費用 2,150,286

        支払利息 464,141

        徴収不能引当金繰入額 135,332

        その他 1,550,813

    移転費用 65,109,263

      補助金等 19,910,394

      社会保障給付 42,766,082

      その他 2,432,787

  経常収益 23,034,329

    使用料及び手数料 19,430,168

    その他 3,604,161

純経常行政コスト 94,546,227

  臨時損失 35,329

    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 -

    その他 18,177

  臨時利益 31,155

    資産売却益 26,747

    その他 4,408

純行政コスト 94,550,401



【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 351,107,785 445,803,923 -94,986,123 289,985

  純行政コスト（△） -94,550,401 -94,550,914 513

  財源 99,489,098 99,489,098 -

    税収等 55,499,898 55,499,898 -

    国県等補助金 43,989,200 43,989,200 -

  本年度差額 4,938,696 4,938,183 513

  固定資産等の変動（内部変動） 1,262,378 -1,262,378

    有形固定資産等の増加 12,062,556 -12,062,556

    有形固定資産等の減少 -12,125,501 12,125,501

    貸付金・基金等の増加 4,511,300 -4,511,300

    貸付金・基金等の減少 -3,185,977 3,185,977

  資産評価差額 -884 -884

  無償所管換等 2,600,533 2,600,533

  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 5,517 11,491 -5,974 -

  その他 28,004 - 28,004

  本年度純資産変動額 7,571,866 3,873,519 3,697,835 513

本年度末純資産残高 358,679,652 449,677,441 -91,288,288 290,498

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 108,897,714

    業務費用支出 43,790,668

      人件費支出 19,701,170

      物件費等支出 22,513,641

      支払利息支出 464,141

      その他の支出 1,111,716

    移転費用支出 65,107,046

      補助金等支出 19,910,394

      社会保障給付支出 42,766,082

      その他の支出 2,430,569

  業務収入 119,828,762

    税収等収入 54,722,457

    国県等補助金収入 42,268,500

    使用料及び手数料収入 19,233,284

    その他の収入 3,604,522

  臨時支出 18,177

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 18,177

  臨時収入 4,253

業務活動収支 10,917,124

【投資活動収支】

  投資活動支出 14,929,772

    公共施設等整備費支出 9,335,738

    基金積立金支出 4,592,516

    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 5,449,228

    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 636,719

投資活動収支 -9,480,543

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,491,658

    地方債等償還支出 7,387,710

    その他の支出 103,948

  財務活動収入 4,495,523

    地方債等発行収入 4,495,523

    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 14,274,629

財務活動収支 -2,996,135

本年度資金収支額 -1,559,554

前年度末資金残高 15,069,017

比例連結割合変更に伴う差額 -5,959

本年度末資金残高 13,503,504


