
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 59,091,731 固定負債 7,662,145

有形固定資産 55,814,396 地方債 5,888,679

事業用資産 12,630,321 長期未払金 -

土地 6,407,197 退職手当引当金 1,773,466

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 14,199,653 その他 -

建物減価償却累計額  △8,872,875 流動負債 775,808

工作物 879,612 1年内償還予定地方債 439,775

工作物減価償却累計額  △404,779 未払金 -

船舶 480 未払費用 -

船舶減価償却累計額  △167 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 115,055

航空機 - 預り金 220,978

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 8,437,953

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 421,200 固定資産等形成分 60,905,092

インフラ資産 42,842,323 余剰分（不足分）  △7,283,083

土地 34,884,306 他団体出資等分 12,585

建物 787,756

建物減価償却累計額  △463,645

工作物 13,548,357

工作物減価償却累計額  △6,513,832

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 599,382

物品 742,630

物品減価償却累計額  △400,877

無形固定資産 1,156

ソフトウェア 1,156

その他

投資その他の資産 3,276,178

投資及び出資金 8,231

有価証券 1

出資金 8,230

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 235,078

長期貸付金 -

基金 3,059,111

減債基金 20,521

その他 3,038,590

その他 -

徴収不能引当金  △26,242

流動資産 2,980,816

現金預金 1,003,491

未収金 129,708

短期貸付金 25,000

基金 1,788,362

財政調整基金 1,788,362

減債基金 -

棚卸資産 48,500

その他 -

徴収不能引当金  △14,244

繰延資産 - 53,634,594

62,072,547 62,072,547

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

科目 金額 科目 金額

連結貸借対照表
（平成31年３月31日現在）



（単位：千円）

金額

経常費用 14,642,710

業務費用 5,536,043

人件費 1,803,748

職員給与費 1,689,300

賞与等引当金繰入額 22,587

退職手当引当金繰入額 975

その他（人件費） 90,887

物件費等 3,515,675

物件費 2,604,648

維持補修費 229,414

減価償却費 679,644

その他（物件費等） 1,969

その他の業務費用 216,620

支払利息 30,243

徴収不能引当金繰入額 38,675

その他（その他の業務費用） 147,702

移転費用 9,106,668

補助金等 4,624,461

社会保障給付 4,322,916

その他（移転費用） 159,290

経常収益 318,239

使用料及び手数料 117,359

その他（経常収益） 200,880

純経常行政コスト 14,324,471

臨時損失 1,739

災害復旧事業費 -

資産除売却損 1,249

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 490

臨時利益 339

資産売却益 339

その他 -

純行政コスト 14,325,871

科目

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



(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 54,027,162 60,408,842  △6,395,981 14,300

純行政コスト（△）  △14,325,871  △14,325,871 -

財源 13,893,245 13,893,245 -

税収等 7,336,956 7,336,956 -

国県等補助金 6,556,289 6,556,289 -

本年度差額  △432,626  △432,626 -

固定資産等の変動（内部変動） 220,485  △220,485

有形固定資産等の増加 1,101,820  △1,101,820

有形固定資産等の減少  △680,892 680,892

貸付金・基金等の増加 533,795  △533,795

貸付金・基金等の減少  △734,238 734,238

資産評価差額 - -

無償所管換等 8,637 8,637

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  △1,715 - -  △1,715

その他 33,137 267,128  △233,991

本年度純資産変動額  △392,568 496,250  △887,103  △1,715

本年度末純資産残高 53,634,594 60,905,092  △7,283,083 12,585

科目 合計

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



仕訳なし （単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 13,925,485

業務費用支出 4,818,817

人件費支出 1,807,274

物件費等支出 2,838,882

支払利息支出 30,243

その他の支出（業務費用支出） 142,418

移転費用支出 9,106,668

補助金等支出 4,624,461

社会保障給付支出 4,322,916

その他の支出（移転費用支出） 159,290

業務収入 14,070,687

税収等収入 7,345,989

国県等補助金収入（業務収入） 6,405,643

使用料及び手数料収入 117,359

その他の収入（業務収入） 201,696

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 72,946

業務活動収支 218,148

【投資活動収支】

投資活動支出 1,880,468

公共施設等整備費支出 1,101,820

基金積立金支出 753,648

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 25,000

その他の支出 -

投資活動収入 777,791

国県等補助金収入 77,700

基金取崩収入 674,752

貸付金元金回収収入 25,000

資産売却収入 339

その他の収入（投資活動収入） -

投資活動収支  △1,102,676

【財務活動収支】

財務活動支出 405,112

地方債償還支出 405,112

その他の支出 -

財務活動収入 1,024,156

地方債発行収入 1,024,156

その他の収入 -

財務活動収支 619,043

本年度資金収支額  △265,485

前年度末資金残高 1,047,323

経費負担割合変更による差額 675

本年度末資金残高 782,513

前年度末歳計外現金残高 218,279

本年度歳計外現金増減額 2,698

本年度末歳計外現金残高 220,978

本年度末現金預金残高 1,003,491

科目

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
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