
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 159,529,866   固定負債 88,551,089

    有形固定資産 142,079,922     地方債等 46,932,499

      事業用資産 58,312,934     長期未払金 -

        土地 32,174,912     退職手当引当金 6,395,299

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 35,223,292

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,240,780

        建物 70,810,893     １年内償還予定地方債等 3,805,267

        建物減価償却累計額 -46,345,494     未払金 2,134,180

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,473

        工作物 907,824     前受金 16,052

        工作物減価償却累計額 -513,485     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 652,707

        船舶 -     預り金 609,407

        船舶減価償却累計額 -     その他 21,694

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 95,791,869

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 163,235,384

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -86,984,096

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,278,284

      インフラ資産 81,623,474

        土地 13,111,896

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,740,418

        建物減価償却累計額 -1,536,590

        建物減損損失累計額 -

        工作物 94,628,403

        工作物減価償却累計額 -29,882,409

        工作物減損損失累計額 -

        その他 5,726,248

        その他減価償却累計額 -4,152,143

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 987,651

      物品 13,960,433

      物品減価償却累計額 -11,816,919

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 7,064,724

      ソフトウェア 125,950

      その他 6,938,774

    投資その他の資産 10,385,220

      投資及び出資金 130,088

        有価証券 116,732

        出資金 13,356

        その他 -

      長期延滞債権 831,665

      長期貸付金 3,137

      基金 9,507,797

        減債基金 -

        その他 9,507,797

      その他 20,640

      徴収不能引当金 -108,108

  流動資産 12,513,290

    現金預金 7,412,967

    未収金 1,254,943

    短期貸付金 4,162

    基金 3,701,356

      財政調整基金 3,701,356

      減債基金 -

    棚卸資産 18,759

    その他 162,878

    徴収不能引当金 -41,776

  繰延資産 - 純資産合計 76,251,288

資産合計 172,043,156 負債及び純資産合計 172,043,156

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）

    資産売却益 3,516

    その他 24,366

純行政コスト 69,793,554

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 50,100

  臨時利益 27,882

  臨時損失 306,417

    災害復旧事業費 255,733

    資産除売却損 584

    使用料及び手数料 4,421,847

    その他 4,652,993

純経常行政コスト 69,515,018

      社会保障給付 11,308,985

      その他 54,555

  経常収益 9,074,840

        その他 3,157,367

    移転費用 51,753,516

      補助金等 40,389,976

      その他の業務費用 3,810,851

        支払利息 610,842

        徴収不能引当金繰入額 42,643

        維持補修費 494,048

        減価償却費 4,898,293

        その他 81,908

        その他 1,106,935

      物件費等 13,818,416

        物件費 8,344,166

        職員給与費 7,237,377

        賞与等引当金繰入額 636,796

        退職手当引当金繰入額 225,968

  経常費用 78,589,858

    業務費用 26,836,342

      人件費 9,207,075

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



【様式第3号】

（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 75,197,799 162,843,944 -87,646,145 -

  純行政コスト（△） -69,793,554 -69,793,554 -

  財源 70,411,365 70,411,365 -

    税収等 40,567,614 40,567,614 -

    国県等補助金 29,843,751 29,843,751 -

  本年度差額 617,812 617,812 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 610,352 610,352

  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 -136,371 -251,058 114,687 -

  その他 -38,304 113,906 -152,210

  本年度純資産変動額 1,053,489 391,440 662,049 -

本年度末純資産残高 76,251,288 163,235,384 -86,984,096 -

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）

前年度末歳計外現金残高 447,500

本年度歳計外現金増減額 -1,032

本年度末歳計外現金残高 446,469

本年度末現金預金残高 7,412,967

財務活動収支

本年度資金収支額 145,430

前年度末資金残高 6,853,263

比例連結割合変更に伴う差額 -32,194

本年度末資金残高 6,966,499

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

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

【業務活動収支】

  業務支出


