
【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 18,130,492　固定負債 2,239,641

　　有形固定資産 16,592,041　　地方債等 1,842,008

　　　事業用資産 9,904,161　　長期未払金 29,184

　　　　土地 2,581,653　　退職手当引当金 246,705

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 15,099,300　　その他 121,744

　　　　建物減価償却累計額 △8,090,134　流動負債 476,716

　　　　工作物 473,855　　1年内償還予定地方債等 337,262

　　　　工作物減価償却累計額 △160,196　　未払金 21,958

　　　　船舶 2,504　　未払費用 -

　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 930

　　　　浮標等 -　　前受収益 -

　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 51,433

　　　　航空機 -　　預り金 49,671

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 15,462

　　　　その他 △2,821 負債合計 2,716,357

　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 22,752,361

　　　インフラ資産 6,369,454　余剰分(不足分) △1,649,710

　　　　土地 50,697　他団体出資等分 50,000

　　　　建物 407,318

　　　　建物減価償却累計額 △114,583

　　　　工作物 15,406,574

　　　　工作物減価償却累計額 △9,437,061

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 56,510

　　　物品 934,028

　　　物品減価償却累計額 △615,602

　　無形固定資産 402

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 402

　　投資その他の資産 1,538,049

　　　投資及び出資金 116,622

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,422

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,221,837

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,221,837

　　　その他 29,183

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 5,738,516

　　現金預金 683,807

　　未収金 69,777

　　短期貸付金 -

　　基金 4,897,729

　　　財政調整基金 4,819,719

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 16,182

　　その他 76,492

　　徴収不能引当金 △5,471

　繰延資産 - 純資産合計 21,152,651

資産合計 23,869,008 負債及び純資産合計 23,869,008



【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 6,898,613

　　業務費用 3,956,898

　　　人件費 1,193,339

　　　　職員給与費 952,729

　　　　賞与等引当金繰入額 5,847

　　　　退職手当引当金繰入額 38

　　　　その他 234,725

　　　物件費等 2,675,575

　　　　物件費 1,554,190

　　　　維持補修費 24,799

　　　　減価償却費 791,699

　　　　その他 304,887

　　　その他の業務費用 87,984

　　　　支払利息 60,865

　　　　徴収不能引当金繰入額 17

　　　　その他 27,102

　　移転費用 2,941,715

　　　補助金等 1,942,393

　　　社会保障給付 878,964

　　　その他 120,358

　経常収益 1,687,285

　　使用料及び手数料 715,736

　　その他 971,549

純経常行政コスト 5,211,327

　臨時損失 1,824

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 1,538

　　損失補償等引当金繰入額 -

　　その他 286

　臨時利益 35

　　資産売却益 -

　　その他 35

純行政コスト 5,213,117



【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 18,424,023 21,364,245 △2,990,221 50,000

　純行政コスト(△) △5,213,117 △5,213,117 -

　財源 6,643,296 6,643,296 -

　　税収等 5,007,892 5,007,892 -

　　国県等補助金 1,635,404 1,635,404 -

　本年度差額 1,430,179 1,430,179 -

　固定資産等の変動（内部変動） 89,302 △89,302

　　有形固定資産等の増加 886,997 △886,997

　　有形固定資産等の減少 △793,304 793,304

　　貸付金・基金等の増加 30,043 △30,043

　　貸付金・基金等の減少 △34,434 34,434

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 1,298,448 1,298,448

　他団体出資等分の増加 - -

　他団体出資等分の減少 - -

　その他 - 346 △346

　本年度純資産変動額 2,728,627 1,388,096 1,340,531 -

本年度末純資産残高 21,152,651 22,752,341 △1,649,690 50,000



【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 5,816,667

　　業務費用支出 2,863,498

　　　人件費支出 1,192,766

　　　物件費等支出 1,584,159

　　　支払利息支出 60,865

　　　その他の支出 25,707

　　移転費用支出 2,953,169

　　　補助金等支出 1,942,393

　　　社会保障給付支出 878,964

　　　その他の支出 131,812

　業務収入 7,131,510

　　税収等収入 5,007,892

　　国県等補助金収入 644,092

　　使用料及び手数料収入 715,736

　　その他の収入 763,789

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 991,344

業務活動収支 2,306,188

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,787,806

　　公共施設等整備費支出 734,158

　　基金積立金支出 1,053,648

　　投資及び出資金支出 -

　　貸付金支出 -

　　その他の支出 -

　投資活動収入 88,788

　　国県等補助金収入 2

　　基金取崩収入 88,785

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 -

　　その他の収入 1

投資活動収支 △1,699,018

【財務活動収支】

　財務活動支出 359,475

　　地方債等償還支出 359,290

　　その他の支出 185

　財務活動収入 19,918

　　地方債等発行収入 19,918

　　その他の収入 -

財務活動収支 △339,557

本年度資金収支額 267,613

前年度末資金残高 373,739

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 641,352

前年度末歳計外現金残高 92,918

本年度歳計外現金増減額 △50,463

本年度末歳計外現金残高 42,455

本年度末現金預金残高 683,807


