
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 105,787,777 固定負債 27,758,899
有形固定資産 97,365,637 地方債等 22,693,876

事業用資産 36,898,297 長期未払金 -
土地 15,205,427 退職手当引当金 3,184,835
立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 232
建物 45,760,736 その他 1,879,955
建物減価償却累計額 △ 26,852,678 流動負債 2,905,099
工作物 2,732,081 1年内償還予定地方債等 2,448,698
工作物減価償却累計額 △ 1,463,129 未払金 96,953
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 205,060
航空機 - 預り金 58,571
航空機減価償却累計額 - その他 95,817
その他 - 30,663,998
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 87,049 固定資産等形成分 110,716,276

インフラ資産 56,985,202 余剰分（不足分） △ 28,032,759
土地 3,914,681 他団体出資等分 20,339
建物 832,707
建物減価償却累計額 △ 386,445
工作物 104,902,612
工作物減価償却累計額 △ 52,664,517
その他 738
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 385,426

物品 13,337,124
物品減価償却累計額 △ 9,854,986

無形固定資産 332,387
ソフトウェア 6,023
その他 326,364

投資その他の資産 8,089,754
投資及び出資金 184,627

有価証券 -
出資金 184,627
その他 -

長期延滞債権 162,899
長期貸付金 27,855
基金 6,428,274

減債基金 -
その他 6,428,274

その他 1,302,400
徴収不能引当金 △ 16,303

流動資産 7,580,077
現金預金 2,420,751
未収金 221,141
短期貸付金 1,388
基金 4,927,111

財政調整基金 4,562,498
減債基金 364,614

棚卸資産 17,401
その他 2,348
徴収不能引当金 △ 10,064

繰延資産 - 82,703,856

113,367,854 113,367,854

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 24,813,510

業務費用 12,440,918

人件費 3,971,436

職員給与費 3,278,015

賞与等引当金繰入額 205,060

退職手当引当金繰入額 △ 210,811

その他 699,171

物件費等 7,939,869

物件費 3,058,166

維持補修費 788,658

減価償却費 4,014,489

その他 78,556

その他の業務費用 529,614

支払利息 199,282

徴収不能引当金繰入額 17,218

その他 313,114

移転費用 12,372,592

補助金等 11,776,081

社会保障給付 448,978

その他 147,533

経常収益 3,072,503

使用料及び手数料 1,434,599

その他 1,637,904

純経常行政コスト 21,741,007

臨時損失 112,262

災害復旧事業費 -

資産除売却損 83,895

損失補償等引当金繰入額 -

その他 28,367

臨時利益 4,038

資産売却益 3,952

その他 86

純行政コスト 21,849,231

【様式第２号】

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



（単位：千円）

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 83,642,938 113,777,650 △ 30,153,805 19,093

純行政コスト（△） △ 21,849,231 △ 21,850,677 1,446

財源 20,783,025 20,783,025 -

税収等 13,504,385 13,504,385 -

国県等補助金 7,278,640 7,278,640 -

本年度差額 △ 1,066,206 △ 1,067,652 1,446

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,013,731 3,013,731

有形固定資産等の増加 1,267,721 △ 1,267,721

有形固定資産等の減少 △ 4,300,573 4,300,573

貸付金・基金等の増加 352,525 △ 352,525

貸付金・基金等の減少 △ 333,404 333,404

資産評価差額 - -

無償所管換等 13,573 13,573

他団体出資等分の増加 - - -

他団体出資等分の減少 - 200 △ 200

比例連結割合変更に伴う差額 94,878 △ 61,216 156,093 -

その他 18,673 - 18,673

本年度純資産変動額 △ 939,082 △ 3,061,374 2,121,045 1,246

本年度末純資産残高 82,703,856 110,716,276 △ 28,032,759 20,339

【様式第３号】

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



（単位：千円）（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 21,107,201
業務費用支出 8,735,584

人件費支出 4,238,651
物件費等支出 3,983,545
支払利息支出 199,282
その他の支出 314,106

移転費用支出 12,371,617
補助金等支出 11,775,106
社会保障給付支出 448,978
その他の支出 147,533

業務収入 23,493,965
税収等収入 13,498,303
国県等補助金収入 6,984,867
使用料及び手数料収入 1,450,515
その他の収入 1,560,281

臨時支出 2,828
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 2,828

臨時収入 1,299
業務活動収支 2,385,236
【投資活動収支】

投資活動支出 1,609,871
公共施設等整備費支出 1,406,436
基金積立金支出 199,630
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 3,805
その他の支出 -

投資活動収入 407,412
国県等補助金収入 220,089
基金取崩収入 142,619
貸付金元金回収収入 1,596
資産売却収入 42,052
その他の収入 1,057

投資活動収支 △ 1,202,459
【財務活動収支】

財務活動支出 2,571,340
地方債償還支出 2,449,303
その他の支出 122,037

財務活動収入 1,275,789
地方債発行収入 1,275,789
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,295,551
△ 112,774
2,454,029

比例連結割合変更に伴う差額 21,088
2,362,343

前年度末歳計外現金残高 38,785
本年度歳計外現金増減額 19,624
本年度末歳計外現金残高 58,409
本年度末現金預金残高 2,420,751

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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


