
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 206,914,908   固定負債 53,836,061

    有形固定資産 189,656,892     地方債等 44,092,218

      事業用資産 55,755,904     長期未払金 -

        土地 21,249,236     退職手当引当金 4,025,766

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 582,265     その他 5,718,077

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,365,055

        建物 69,968,676     １年内償還予定地方債等 4,720,935

        建物減価償却累計額 -41,804,607     未払金 108,722

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 7,957,906     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,527,458     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 273,181

        船舶 120,852     預り金 262,217

        船舶減価償却累計額 -51,846     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 59,201,117

        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 209,763,256

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -55,453,595

        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 4,260,880

      インフラ資産 131,848,417

        土地 7,533,014

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,028,032

        建物減価償却累計額 -1,313,867

        建物減損損失累計額 -

        工作物 225,374,564

        工作物減価償却累計額 -106,021,322

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,123

        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 3,246,872

      物品 14,916,450

      物品減価償却累計額 -12,863,878

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 73,376

      ソフトウェア 7,749

      その他 65,627

    投資その他の資産 17,184,641

      投資及び出資金 921,595

        有価証券 30,376

        出資金 891,219

        その他 -

      長期延滞債権 741,619

      長期貸付金 1,912,640

      基金 13,656,866

        減債基金 4,349,335

        その他 9,307,531

      その他 -

      徴収不能引当金 -48,080

  流動資産 6,595,870

    現金預金 2,631,794

    未収金 1,127,096

    短期貸付金 -

    基金 2,848,348

      財政調整基金 2,848,348

      減債基金 -

    棚卸資産 956

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,324

  繰延資産 - 純資産合計 154,309,662

資産合計 213,510,779 負債及び純資産合計 213,510,779

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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 34,730,288

    業務費用 18,252,636

      人件費 4,936,490

        職員給与費 3,782,078

        賞与等引当金繰入額 273,181

        退職手当引当金繰入額 179,050

        その他 702,181

      物件費等 12,653,684

        物件費 5,491,816

        維持補修費 752,687

        減価償却費 6,409,181

        その他 -

      その他の業務費用 662,462

        支払利息 388,265

        徴収不能引当金繰入額 60,404

        その他 213,793

    移転費用 16,477,652

      補助金等 13,134,832

      社会保障給付 3,274,395

      その他 68,424

  経常収益 1,888,377

    使用料及び手数料 1,136,170

    その他 752,207

純経常行政コスト 32,841,910

  臨時損失 1,128,221

    災害復旧事業費 226,497

    資産除売却損 897,986

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,739

  臨時利益 9,685

    資産売却益 9,685

    その他 -

純行政コスト 33,960,447



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 154,800,565 210,647,789 -55,847,225 -

  純行政コスト（△） -33,960,447 -33,960,447 -

  財源 33,128,491 33,128,491 -

    税収等 21,171,459 21,171,459 -

    国県等補助金 11,957,032 11,957,032 -

  本年度差額 -831,956 -831,956 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,273,377 1,273,377

    有形固定資産等の増加 11,778,882 -11,779,746

    有形固定資産等の減少 -12,916,099 12,916,963

    貸付金・基金等の増加 1,779,248 -1,779,248

    貸付金・基金等の減少 -1,915,409 1,915,409

  資産評価差額 -3,291 -3,291

  無償所管換等 392,135 392,135

  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 - - - -

  その他 -47,791 - -47,791

  本年度純資産変動額 -490,903 -884,533 393,630 -

本年度末純資産残高 154,309,662 209,763,256 -55,453,595 -

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】

会計：全体会計 （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 27,984,631

    業務費用支出 11,506,980

      人件費支出 4,757,383

      物件費等支出 6,355,813

      支払利息支出 388,265

      その他の支出 5,519

    移転費用支出 16,477,652

      補助金等支出 13,134,832

      社会保障給付支出 3,274,395

      その他の支出 68,424

  業務収入 32,197,951

    税収等収入 20,762,662

    国県等補助金収入 9,549,508

    使用料及び手数料収入 1,138,827

    その他の収入 746,954

  臨時支出 230,235

    災害復旧事業費支出 226,497

    その他の支出 3,739

  臨時収入 74,398

業務活動収支 4,057,483

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,115,010

    公共施設等整備費支出 6,128,047

    基金積立金支出 971,354

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,608

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,735,296

    国県等補助金収入 2,528,264

    基金取崩収入 984,292

    貸付金元金回収収入 32,612

    資産売却収入 10,358

    その他の収入 179,770

投資活動収支 -3,379,714

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,559,199

    地方債等償還支出 4,559,199

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,520,000

    地方債等発行収入 4,520,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 231,100

本年度歳計外現金増減額 30,139

本年度末歳計外現金残高 261,239

本年度末現金預金残高 2,631,794

財務活動収支 -39,199

本年度資金収支額 638,570

前年度末資金残高 1,731,985

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,370,555


