
【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 65,801,218   固定負債 22,138,032

    有形固定資産 61,567,193     地方債等 17,874,898

      事業用資産 14,384,348     長期未払金 -

        土地 3,640,327     退職手当引当金 2,390,094

        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 2,239,929

        建物 24,639,783     １年内償還予定地方債等 1,931,027

        建物減価償却累計額 △ 14,737,060     未払金 63,681

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,224,284     前受金 -

        工作物減価償却累計額 △ 1,387,713     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 136,717

        船舶 54,519     預り金 78,456

        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 24,377,961

        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 67,696,716

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 22,369,673

        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 -

      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 2,126,041

      物品減価償却累計額 △ 1,825,817

      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 3,908,775

      投資及び出資金 126,367

        有価証券 22,228

        出資金 101,256

        その他 2,883

      長期延滞債権 213,212

      長期貸付金 46,297

      基金 3,547,438

        減債基金 288,878

        その他 3,258,560

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 24,539

  流動資産 3,903,786

    現金預金 1,855,942

    未収金 141,452

    短期貸付金 16,299

    基金 1,879,198

      財政調整基金 1,879,198

      減債基金 -

    棚卸資産 28,010

    その他 1,304

    徴収不能引当金 △ 18,420

  繰延資産 - 純資産合計 45,327,043

資産合計 69,705,004 負債及び純資産合計 69,705,004

全体貸借対照表
（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）

全体行政コスト計算書
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 18,675,809

    業務費用 9,827,518

      人件費 2,041,516

        職員給与費 1,592,746

        賞与等引当金繰入額 136,717

        退職手当引当金繰入額 12,460

        その他 299,593

      物件費等 5,583,085

        物件費 3,301,423

        維持補修費 299,747

        減価償却費 1,981,915

        その他 -

      その他の業務費用 2,202,917

        支払利息 226,584

        徴収不能引当金繰入額 40,527

        その他 1,935,806

    移転費用 8,848,291

      補助金等 7,114,063

      社会保障給付 1,710,416

      その他 23,812

  経常収益 1,482,574

    使用料及び手数料 1,136,242

    その他 346,333

純経常行政コスト 17,193,234

  臨時損失 28,489

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 25,189

    損失補償等引当金繰入額 3,300

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 17,221,723



【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 47,212,347 68,952,115 △ 21,739,768 -

  純行政コスト（△） △ 17,221,723 △ 17,221,723 -

  財源 15,121,504 15,121,504 -

    税収等 9,481,436 9,481,436 -

    国県等補助金 5,640,068 5,640,068 -

  本年度差額 △ 2,100,219 △ 2,100,219 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 1,470,314 1,470,314

    有形固定資産等の増加 2,005,053 △ 2,005,053

    有形固定資産等の減少 △ 2,012,062 2,012,062

    貸付金・基金等の増加 545,676 △ 545,676

    貸付金・基金等の減少 △ 2,008,981 2,008,981

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 28,833 28,833 -

  本年度純資産変動額 △ 1,885,304 △ 1,255,400 △ 629,905 -

本年度末純資産残高 45,327,043 67,696,716 △ 22,369,673 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 16,609,946

    業務費用支出 7,761,655

      人件費支出 2,025,279

      物件費等支出 3,577,922

      支払利息支出 226,584

      その他の支出 1,931,870

    移転費用支出 8,848,291

      補助金等支出 7,114,063

      社会保障給付支出 1,710,416

      その他の支出 23,812

  業務収入 15,945,280

    税収等収入 9,399,919

    国県等補助金収入 5,150,579

    使用料及び手数料収入 1,136,553

    その他の収入 258,230

  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 △ 664,665

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,801,160

    公共施設等整備費支出 1,989,730

    基金積立金支出 796,630

    投資及び出資金支出 2,800

    貸付金支出 12,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,744,604

    国県等補助金収入 489,489

    基金取崩収入 2,231,462

    貸付金元金回収収入 19,532

    資産売却収入 -

    その他の収入 4,120

投資活動収支 △ 56,556

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,921,833

    地方債等償還支出 1,921,833

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,981,869

    地方債等発行収入 1,981,869

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 86,888

本年度歳計外現金増減額 △ 8,431

本年度末歳計外現金残高 78,456

本年度末現金預金残高 1,855,942

財務活動収支 60,036

本年度資金収支額 △ 661,186

前年度末資金残高 2,438,672

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,777,486


