
【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 50,816,177　固定負債 14,223,268
　　有形固定資産 47,688,392　　地方債等 12,069,739
　　　事業用資産 33,435,230　　長期未払金 -
　　　　土地 24,124,859　　退職手当引当金 1,678,048
　　　　立木竹 22,708　　損失補償等引当金 473,003
　　　　建物 17,590,799　　その他 2,479
　　　　建物減価償却累計額 △9,694,125　流動負債 1,213,999
　　　　工作物 4,138,764　　1年内償還予定地方債等 960,743
　　　　工作物減価償却累計額 △2,774,446　　未払金 6,641
　　　　船舶 -　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 8,904
　　　　浮標等 -　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 95,480
　　　　航空機 -　　預り金 58,974
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 83,257
　　　　その他 - 負債合計 15,437,267
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 26,673　固定資産等形成分 53,922,057
　　　インフラ資産 13,498,902　余剰分(不足分) △14,491,982
　　　　土地 4,342,960　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,239
　　　　建物減価償却累計額 △6,939
　　　　工作物 22,882,697
　　　　工作物減価償却累計額 △13,902,588
　　　　その他 130
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 94,403
　　　物品 1,259,511
　　　物品減価償却累計額 △505,251
　　無形固定資産 4,243
　　　ソフトウェア 3,952
　　　その他 292
　　投資その他の資産 3,123,541
　　　投資及び出資金 53,837
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 53,837
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 251,287
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,830,420
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,830,420
　　　その他 53
　　　徴収不能引当金 △12,056
　流動資産 4,051,165
　　現金預金 629,336
　　未収金 57,858
　　短期貸付金 41
　　基金 3,304,460
　　　財政調整基金 2,581,538
　　　減債基金 722,922
　　棚卸資産 7,492
　　その他 52,607
　　徴収不能引当金 △629
　繰延資産 - 純資産合計 39,430,075

資産合計 54,867,342 負債及び純資産合計 54,867,342



【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 10,524,945
　　業務費用 4,433,588
　　　人件費 1,564,875
　　　　職員給与費 1,211,438
　　　　賞与等引当金繰入額 95,335
　　　　退職手当引当金繰入額 155,719
　　　　その他 102,382
　　　物件費等 2,409,567
　　　　物件費 1,383,476
　　　　維持補修費 50,690
　　　　減価償却費 793,598
　　　　その他 181,804
　　　その他の業務費用 459,146
　　　　支払利息 113,231
　　　　徴収不能引当金繰入額 12,322
　　　　その他 333,592
　　移転費用 6,091,357
　　　補助金等 3,208,669
　　　社会保障給付 2,843,571
　　　その他 39,118
　経常収益 788,731
　　使用料及び手数料 270,652
　　その他 518,079
純経常行政コスト 9,736,214
　臨時損失 8,821
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 6,500
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 2,321
　臨時利益 55,524
　　資産売却益 53,503
　　その他 2,021
純行政コスト 9,689,511



【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 38,974,240 53,346,351 △14,372,110 -
　純行政コスト(△) △9,689,511 △9,689,511 -
　財源 10,313,448 10,313,448 -
　　税収等 6,723,046 6,723,046 -
　　国県等補助金 3,590,402 3,590,402 -
　本年度差額 623,937 623,937 -
　固定資産等の変動（内部変動） 839,575 △841,001
　　有形固定資産等の増加 1,693,043 △1,719,843
　　有形固定資産等の減少 △925,910 925,896
　　貸付金・基金等の増加 891,869 △866,482
　　貸付金・基金等の減少 △819,428 819,428
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 111 111
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 △166,787 △263,979 97,192
　本年度純資産変動額 455,835 575,707 △119,872 -
本年度末純資産残高 39,430,075 53,922,057 △14,491,982 -



【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 9,782,523
　　業務費用支出 3,601,062
　　　人件費支出 1,409,404
　　　物件費等支出 1,634,466
　　　支払利息支出 113,231
　　　その他の支出 443,961
　　移転費用支出 6,181,461
　　　補助金等支出 3,208,149
　　　社会保障給付支出 2,843,571
　　　その他の支出 129,741
　業務収入 10,853,976
　　税収等収入 6,732,243
　　国県等補助金収入 3,347,936
　　使用料及び手数料収入 270,997
　　その他の収入 502,799
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 389
業務活動収支 1,071,843
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,377,485
　　公共施設等整備費支出 1,521,654
　　基金積立金支出 500,659
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,172
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,072,894
　　国県等補助金収入 244,793
　　基金取崩収入 405,094
　　貸付金元金回収収入 355,195
　　資産売却収入 67,812
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,304,591
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,581,347
　　地方債等償還支出 1,579,975
　　その他の支出 1,372
　財務活動収入 1,880,724
　　地方債等発行収入 1,880,724
　　その他の収入 -
財務活動収支 299,377
本年度資金収支額 66,629
前年度末資金残高 513,236
比例連結割合変更に伴う差額 △9,500
本年度末資金残高 570,365

前年度末歳計外現金残高 54,607
本年度歳計外現金増減額 4,364
本年度末歳計外現金残高 58,971
本年度末現金預金残高 629,336


