
【様式第1号】

（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 66,578,045   固定負債 22,271,464

    有形固定資産 62,106,558     地方債等 17,992,570

      事業用資産 14,827,923     長期未払金 -

        土地 3,700,492     退職手当引当金 2,405,854

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,300

        立木竹 -     その他 1,869,740

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,423,079

        建物 25,445,107     １年内償還予定地方債等 1,953,092

        建物減価償却累計額 △ 15,166,864     未払金 124,800

        建物減損損失累計額 -     未払費用 9,973

        工作物 2,257,190     前受金 -

        工作物減価償却累計額 △ 1,412,728     前受収益 262

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 164,486

        船舶 54,519     預り金 140,416

        船舶減価償却累計額 △ 49,793     その他 30,048

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,694,542

        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 68,574,500

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 22,328,142

        航空機 -   他団体出資等分 81,810

        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 -

      インフラ資産 46,882,621

        土地 16,133,417

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,920,501

        建物減価償却累計額 △ 1,959,919

        建物減損損失累計額 -

        工作物 60,583,299

        工作物減価償却累計額 △ 32,363,687

        工作物減損損失累計額 -

        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 569,011

      物品 2,444,447

      物品減価償却累計額 △ 2,048,433

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 325,250

      ソフトウェア -

      その他 325,250

    投資その他の資産 4,146,237

      投資及び出資金 93,402

        有価証券 9,258

        出資金 81,256

        その他 2,888

      長期延滞債権 214,119

      長期貸付金 46,297

      基金 3,808,527

        減債基金 288,878

        その他 3,519,650

      その他 8,537

      徴収不能引当金 △ 24,646

  流動資産 4,444,666

    現金預金 2,246,223

    未収金 170,648

    短期貸付金 16,299

    基金 1,980,156

      財政調整基金 1,980,156

      減債基金 -

    棚卸資産 40,633

    その他 9,147

    徴収不能引当金 △ 18,441

  繰延資産 - 純資産合計 46,328,168

資産合計 71,022,711 負債及び純資産合計 71,022,711

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 21,992,484

    業務費用 11,096,554

      人件費 2,588,257

        職員給与費 2,080,048

        賞与等引当金繰入額 164,486

        退職手当引当金繰入額 4,316

        その他 339,407

      物件費等 6,229,083

        物件費 3,500,903

        維持補修費 327,239

        減価償却費 2,031,302

        その他 369,640

      その他の業務費用 2,279,214

        支払利息 227,155

        徴収不能引当金繰入額 96,972

        その他 1,955,088

    移転費用 10,895,930

      補助金等 9,150,408

      社会保障給付 1,716,593

      その他 28,929

  経常収益 2,198,268

    使用料及び手数料 1,146,440

    その他 1,051,828

純経常行政コスト 19,794,216

  臨時損失 33,865

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 25,357

    損失補償等引当金繰入額 3,300

    その他 5,209

  臨時利益 20,114

    資産売却益 0

    その他 20,114

純行政コスト 19,807,968



【様式第3号】

（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 48,160,866 69,851,052 △ 21,765,597 75,410

  純行政コスト（△） △ 19,807,968 △ 19,815,118 7,151

  財源 17,760,053 17,760,053 -

    税収等 10,745,740 10,745,740 -

    国県等補助金 7,014,313 7,014,313 -

  本年度差額 △ 2,047,915 △ 2,055,066 7,151

  固定資産等の変動（内部変動） △ 1,497,251 1,497,251

    有形固定資産等の増加 2,042,751 △ 2,042,751

    有形固定資産等の減少 △ 2,062,951 2,062,951

    貸付金・基金等の増加 656,007 △ 656,007

    貸付金・基金等の減少 △ 2,133,058 2,133,058

  資産評価差額 △ 569 △ 569

  無償所管換等 186,650 186,650

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 750 △ 750

  比例連結割合変更に伴う差額 2,818 5,621 △ 2,803 -

  その他 26,319 28,996 △ 2,678

  本年度純資産変動額 △ 1,832,698 △ 1,276,552 △ 562,546 6,400

本年度末純資産残高 46,328,168 68,574,500 △ 22,328,142 81,810

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】

（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 19,874,642

    業務費用支出 8,978,710

      人件費支出 2,569,514

      物件費等支出 4,156,470

      支払利息支出 227,117

      その他の支出 2,025,609

    移転費用支出 10,895,932

      補助金等支出 9,150,410

      社会保障給付支出 1,716,593

      その他の支出 28,929

  業務収入 19,268,897

    税収等収入 10,664,224

    国県等補助金収入 6,507,756

    使用料及び手数料収入 1,146,752

    その他の収入 950,165

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 △ 605,745

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,961,769

    公共施設等整備費支出 2,036,710

    基金積立金支出 903,876

    投資及び出資金支出 2,802

    貸付金支出 12,000

    その他の支出 6,382

  投資活動収入 2,898,069

    国県等補助金収入 497,057

    基金取崩収入 2,254,638

    貸付金元金回収収入 19,532

    資産売却収入 117,995

    その他の収入 8,847

投資活動収支 △ 63,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,940,647

    地方債等償還支出 1,940,647

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,984,199

    地方債等発行収入 1,984,199

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 86,892

本年度歳計外現金増減額 △ 5,761

本年度末歳計外現金残高 81,131

本年度末現金預金残高 2,246,223

財務活動収支 43,552

本年度資金収支額 △ 625,894

前年度末資金残高 2,791,453

比例連結割合変更に伴う差額 △ 467

本年度末資金残高 2,165,092


