
【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 537,619,359   固定負債 273,223,065

    有形固定資産 503,703,601     地方債等 203,380,653

      事業用資産 235,915,007     長期未払金 0

        土地 124,817,272     退職手当引当金 16,915,895

        立木竹 0     損失補償等引当金 0

        建物 207,386,608     その他 52,926,517

        建物減価償却累計額 -102,640,117   流動負債 38,110,776

        工作物 21,615,572     １年内償還予定地方債等 21,240,929

        工作物減価償却累計額 -15,769,905     未払金 10,376,173

        船舶 0     未払費用 5,945

        船舶減価償却累計額 0     前受金 14,832

        浮標等 0     前受収益 266,022

        浮標等減価償却累計額 0     賞与等引当金 1,449,321

        航空機 0     預り金 633,392

        航空機減価償却累計額 0     その他 4,124,163

        その他 906 負債合計 311,333,840

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 504,670   固定資産等形成分 544,220,568

      インフラ資産 253,425,540   余剰分（不足分） -282,285,458

        土地 39,070,969   他団体出資等分 1,248,005

        建物 11,886,239

        建物減価償却累計額 -4,021,415

        工作物 324,357,868

        工作物減価償却累計額 -124,239,200

        その他 0

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 6,371,079

      物品 34,833,774

      物品減価償却累計額 -20,470,719

    無形固定資産 4,450,076

      ソフトウェア 171,558

      その他 4,278,518

    投資その他の資産 29,465,681

      投資及び出資金 2,353,123

        有価証券 1,289,885

        出資金 987,537

        その他 75,700

      長期延滞債権 2,542,908

      長期貸付金 1,225,399

      基金 23,697,098

        減債基金 1,898,630

        その他 21,798,468

      その他 3,543

      徴収不能引当金 -356,389

  流動資産 36,897,597

    現金預金 22,815,853

    未収金 3,960,985

    短期貸付金 155,216

    基金 6,445,994

      財政調整基金 5,440,095

      減債基金 1,005,899

    棚卸資産 2,124,646

    その他 1,424,554

    徴収不能引当金 -29,651

  繰延資産 0 純資産合計 263,183,115

資産合計 574,516,956 負債及び純資産合計 574,516,956

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 228,996,548

    業務費用 88,921,334

      人件費 19,633,007

        職員給与費 17,757,482

        賞与等引当金繰入額 1,421,333

        退職手当引当金繰入額 -688,508

        その他 1,142,700

      物件費等 53,690,676

        物件費 35,093,144

        維持補修費 2,996,617

        減価償却費 14,932,725

        その他 668,191

      その他の業務費用 15,597,650

        支払利息 2,093,376

        徴収不能引当金繰入額 -80,101

        その他 13,584,374

    移転費用 140,075,214

      補助金等 49,125,872

      社会保障給付 90,649,985

      その他 299,357

  経常収益 32,500,978

    使用料及び手数料 12,326,120

    その他 20,174,858

純経常行政コスト 196,495,570

  臨時損失 181,247

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 160,692

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 20,556

  臨時利益 234,831

    資産売却益 224,198

    その他 10,633

純行政コスト 196,441,985



【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 258,685,659 542,485,756 -285,039,206 1,239,109

  純行政コスト（△） -196,441,985 -196,256,372 -185,613

  財源 197,454,613 197,268,597 186,017

    税収等 125,784,909 125,783,089 1,820

    国県等補助金 71,669,704 71,485,507 184,197

  本年度差額 1,012,628 1,012,225 403

  固定資産等の変動（内部変動） -723,605 723,605

    有形固定資産等の増加 16,700,264 0

    有形固定資産等の減少 -15,408,214 0

    貸付金・基金等の増加 4,555,578 0

    貸付金・基金等の減少 -6,571,232 0

  資産評価差額 84,038 84,038

  無償所管換等 2,354,153 2,354,153

  他団体出資等分の増加 -8,493 8,493

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 2,000,490 84,805 1,915,685 0

  その他 -953,852 -64,579 -889,273

  本年度純資産変動額 4,497,456 1,734,812 2,753,749 8,896

本年度末純資産残高 263,183,115 544,220,568 -282,285,458 1,248,005

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

    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

    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

    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

    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】

  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

    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

    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

    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

前年度末歳計外現金残高 781,899

本年度歳計外現金増減額 -210,363

本年度末歳計外現金残高 571,536

本年度末現金預金残高 22,815,853

財務活動収支

本年度資金収支額 5,928,624

前年度末資金残高 14,731,892

比例連結割合変更に伴う差額 1,583,802

本年度末資金残高 22,244,318


