
【様式第1号】
平成30年度

連結貸借対照表
(平成31年03月31日現在)

(単位:千円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 78,376,258　固定負債 31,160,925
　　有形固定資産 52,733,606　　地方債等 20,512,871
　　　事業用資産 35,032,799　　長期未払金 -
　　　　土地 14,337,524　　退職手当引当金 4,777,513
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 43,632,000　　その他 5,870,541
　　　　建物減価償却累計額 △25,861,142　流動負債 3,498,966
　　　　工作物 4,620,304　　1年内償還予定地方債等 2,105,985
　　　　工作物減価償却累計額 △3,381,827　　未払金 136,183
　　　　船舶 -　　未払費用 4,486
　　　　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 166,441
　　　　航空機 -　　預り金 4,974
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 1,080,898
　　　　その他 181,894 負債合計 34,659,891
　　　　その他減価償却累計額 △133,624【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 1,558,336　固定資産等形成分 80,064,492
　　　インフラ資産 16,969,272　余剰分(不足分) △33,136,743
　　　　土地 1,002,952　他団体出資等分 -
　　　　建物 472,389
　　　　建物減価償却累計額 △217,537
　　　　工作物 31,930,703
　　　　工作物減価償却累計額 △16,233,399
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 14,164
　　　物品 2,926,059
　　　物品減価償却累計額 △2,194,525
　　無形固定資産 3,241,292
　　　ソフトウェア 5,530
　　　その他 3,235,762
　　投資その他の資産 22,401,361
　　　投資及び出資金 10,042
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 5,606
　　　　その他 46
　　　長期延滞債権 2,393,255
　　　長期貸付金 22,092
　　　基金 19,980,100
　　　　減債基金 5,793,222
　　　　その他 14,186,878
　　　その他 26,225
　　　徴収不能引当金 △30,355
　流動資産 3,211,380
　　現金預金 979,447
　　未収金 411,944
　　短期貸付金 17,280
　　基金 1,681,011
　　　財政調整基金 1,681,011
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 73,518
　　その他 243,118
　　徴収不能引当金 △194,936
　繰延資産 - 純資産合計 46,927,748

資産合計 81,587,639 負債及び純資産合計 81,587,639



【様式第2号】
平成30年度

連結行政コスト計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 21,462,689
　　業務費用 10,342,986
　　　人件費 2,806,693
　　　　職員給与費 2,117,622
　　　　賞与等引当金繰入額 171,243
　　　　退職手当引当金繰入額 822
　　　　その他 517,006
　　　物件費等 6,900,010
　　　　物件費 2,730,234
　　　　維持補修費 2,220,561
　　　　減価償却費 1,907,296
　　　　その他 41,920
　　　その他の業務費用 636,282
　　　　支払利息 212,552
　　　　徴収不能引当金繰入額 8,934
　　　　その他 414,796
　　移転費用 11,119,703
　　　補助金等 9,352,898
　　　社会保障給付 1,751,706
　　　その他 11,715
　経常収益 2,313,855
　　使用料及び手数料 1,175,321
　　その他 1,138,534
純経常行政コスト 19,148,834
　臨時損失 21,354
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 16,202
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 5,151
　臨時利益 17,368
　　資産売却益 17,368
　　その他 -
純行政コスト 19,152,820



【様式第3号】
平成30年度

連結純資産変動計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:千円)

科目 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 45,346,762 78,797,565 △33,450,803 -
　純行政コスト(△) △19,152,820 △19,152,820 -
　財源 20,152,540 20,152,540 -
　　税収等 13,702,461 13,702,461 -
　　国県等補助金 6,450,079 6,450,079 -
　本年度差額 999,720 999,720 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,106,272 △1,106,272
　　有形固定資産等の増加 8,248,238 △8,248,238
　　有形固定資産等の減少 △6,917,122 6,917,122
　　貸付金・基金等の増加 2,512,755 △2,512,755
　　貸付金・基金等の減少 △2,737,599 2,737,599
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 10,276 10,276
　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 11,120 - - -
　その他 559,871 136,971 422,900
　本年度純資産変動額 1,580,986 1,266,927 314,060 -
本年度末純資産残高 46,927,748 80,064,492 △33,136,743 -



【様式第4号】
平成30年度

連結資金収支計算書
自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 19,709,611
　　業務費用支出 8,589,907
　　　人件費支出 2,881,048
　　　物件費等支出 5,017,536
　　　支払利息支出 212,552
　　　その他の支出 478,772
　　移転費用支出 11,119,703
　　　補助金等支出 9,352,898
　　　社会保障給付支出 1,751,706
　　　その他の支出 11,715
　業務収入 22,155,627
　　税収等収入 13,820,467
　　国県等補助金収入 5,997,626
　　使用料及び手数料収入 1,235,967
　　その他の収入 1,101,566
　臨時支出 28,812
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 28,812
　臨時収入 26,908
業務活動収支 2,444,111
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,456,551
　　公共施設等整備費支出 2,962,947
　　基金積立金支出 2,493,364
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 240
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,387,597
　　国県等補助金収入 645,259
　　基金取崩収入 2,674,910
　　貸付金元金回収収入 32,363
　　資産売却収入 35,066
　　その他の収入 -
投資活動収支 △2,068,953
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,709,085
　　地方債等償還支出 2,708,805
　　その他の支出 280
　財務活動収入 2,478,579
　　地方債等発行収入 2,478,579
　　その他の収入 -
財務活動収支 △230,507
本年度資金収支額 144,651
前年度末資金残高 849,123
比例連結割合変更に伴う差額 △51,955
本年度末資金残高 941,819

前年度末歳計外現金残高 71,957
本年度歳計外現金増減額 △34,328
本年度末歳計外現金残高 37,629
本年度末現金預金残高 979,447


