
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 102,252,443 固定負債 48,934,834

有形固定資産 92,700,863 地方債等 41,153,787

事業用資産 69,771,020 ※ 長期未払金 237,685

土地 56,797,031 退職手当引当金 6,996,943

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 40,470,491 その他 546,419

建物減価償却累計額 △ 28,559,457 流動負債 5,621,566

工作物 2,415,434 1年内償還予定地方債等 3,872,303

工作物減価償却累計額 △ 1,439,032 未払金 513,429

船舶 - 未払費用 111

船舶減価償却累計額 - 前受金 1,974

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 710,792

航空機 - 預り金 520,647

航空機減価償却累計額 - その他 2,310

その他 1,401 54,556,400

その他減価償却累計額 △ 1,308 【純資産の部】

建設仮勘定 86,461 固定資産等形成分 107,324,556 ※

インフラ資産 22,414,237 余剰分（不足分） △ 48,075,122

土地 14,567,210 他団体出資等分 △ 290

建物 86,798

建物減価償却累計額 △ 80,138

工作物 29,400,468

工作物減価償却累計額 △ 22,801,716

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 1,241,615

物品 2,721,679

物品減価償却累計額 △ 2,206,073

無形固定資産 144,603

ソフトウェア 144,603

その他 -

投資その他の資産 9,406,977

投資及び出資金 605,665

有価証券 586,242

出資金 19,423

その他 -

長期延滞債権 777,002

長期貸付金 3,844

基金 8,155,327

減債基金 18,297

その他 8,137,030

その他 40,173

徴収不能引当金 △ 175,034

流動資産 11,553,101

現金預金 5,114,423

未収金 926,315

短期貸付金 -

基金 5,072,114

財政調整基金 5,071,620

減債基金 494

棚卸資産 447,402

その他 1,146

徴収不能引当金 △ 8,299 59,249,144

113,805,544 113,805,544

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

科目 科目

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

金額 金額

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）

経常費用 100,192,999

業務費用 33,582,701

人件費 10,012,914

職員給与費 7,609,759

賞与等引当金繰入額 709,259

退職手当引当金繰入額 486,237

その他 1,207,659

物件費等 15,559,635

物件費 12,889,652

維持補修費 1,255,388

減価償却費 1,413,219

その他 1,376

その他の業務費用 8,010,152

支払利息 355,083

徴収不能引当金繰入額 183,333

その他 7,471,736

移転費用 66,610,298

補助金等 51,593,116

社会保障給付 13,903,349

その他 1,113,833

経常収益 11,725,100

使用料及び手数料 5,111,211

その他 6,613,889

純経常行政コスト △ 88,467,899

臨時損失 58,133

災害復旧事業費 -

資産除売却損 56,781

損失補償等引当金繰入額 -

その他 1,352

臨時利益 69,418

資産売却益 69,249

その他 169

純行政コスト △ 88,456,614

科目

【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

金額



(単位：千円）

前年度末純資産残高 58,012,536 106,153,513 △ 48,140,687 △ 290

純行政コスト（△） △ 88,456,614 △ 88,456,614 -

財源 89,130,458 89,130,458 -

税収等 49,377,038 49,377,038 -

国県等補助金 39,753,420 39,753,420 -

本年度差額 673,844 673,844 -

固定資産等の変動（内部変動） 604,734 △ 604,734

有形固定資産等の増加 4,785,597 △ 4,785,597

有形固定資産等の減少 △ 4,411,793 4,411,793

貸付金・基金等の増加 2,390,968 △ 2,390,968

貸付金・基金等の減少 △ 2,160,038 2,160,038

資産評価差額 - -

無償所管換等 592,757 592,757

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 △ 29,466 △ 26,448 △ 3,018 0

その他 △ 527 △ 527 -

本年度純資産変動額 1,236,608 1,171,043 65,565 0

本年度末純資産残高 59,249,144 107,324,556 △ 48,075,122 △ 290

連結純資産変動計算書
【様式第３号】

自　　平成３０年　４月　１日
至　　平成３１年　３月３１日

合計 余剰分
（不足分）

他団体出資分
科目 固定資産

等形成分



【業務活動収支】

業務支出 98,835,422

業務費用支出 32,199,717
人件費支出 9,966,739
物件費等支出 14,448,696
支払利息支出 355,083
その他の支出 7,429,199

移転費用支出 66,635,705
補助金等支出 51,621,616
社会保障給付支出 13,903,743
その他の支出 1,110,346

業務収入 100,465,599
税収等収入 49,240,492
国県等補助金収入 39,369,749
使用料及び手数料収入 3,619,725
その他の収入 8,235,633

臨時支出 443
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 443

臨時収入 189
業務活動収支 1,629,923
【投資活動収支】

投資活動支出 3,978,335
公共施設等整備費支出 1,549,349
基金積立金支出 2,372,619
投資及び出資金支出 41,022
貸付金支出 15,345
その他の支出 -

投資活動収入 2,606,209
国県等補助金収入 352,561
基金取崩収入 2,144,188
貸付金元金回収収入 16,054
資産売却収入 93,406
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,372,126
【財務活動収支】

財務活動支出 6,928,102
地方債等償還支出 6,880,456
その他の支出 47,646

財務活動収入 6,220,272
地方債等発行収入 6,220,272
その他の収入 -

財務活動収支 △ 707,830
△ 450,033
4,959,261

比例連結割合変更に伴う差額 △ 4,898
4,504,330

前年度末歳計外現金残高 621,828
本年度歳計外現金増減額 △ 11,735
本年度末歳計外現金残高 610,093
本年度末現金預金残高 5,114,423

【様式第４号】

（単位：千円）

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

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 金額


