
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,062,839 固定負債 8,167,299

有形固定資産 23,096,793 地方債等 6,932,056
事業用資産 9,684,187 長期未払金 1,582

土地 3,101,839 退職手当引当金 701,518
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 14,850,286 その他 532,143
建物減価償却累計額 △ 8,505,316 流動負債 598,371
工作物 902,280 1年内償還予定地方債等 455,222
工作物減価償却累計額 △ 675,477 未払金 52,796
船舶 111 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 100 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 65,783
航空機 - 預り金 24,571
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,765,670
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 10,562 固定資産等形成分 25,988,765

インフラ資産 13,122,163 余剰分（不足分） △ 7,360,658
土地 260,462 他団体出資等分 -
建物 4,642,657
建物減価償却累計額 △ 2,860,360
工作物 21,755,257
工作物減価償却累計額 △ 10,693,596
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 17,743

物品 1,152,161
物品減価償却累計額 △ 861,717

無形固定資産 10,363
ソフトウェア 10,218
その他 146

投資その他の資産 1,955,682
投資及び出資金 9,399

有価証券 5,765
出資金 3,634
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 146,441
長期貸付金 14,433
基金 1,793,561

減債基金 64,879
その他 1,728,682

その他 64
徴収不能引当金 △ 8,215

流動資産 2,330,938
現金預金 1,312,556
未収金 81,282
短期貸付金 3,212
基金 922,714

財政調整基金 767,714
減債基金 155,000

棚卸資産 19,994
その他 24
徴収不能引当金 △ 8,843

繰延資産 - 18,628,107
27,393,778 27,393,778

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

244

10,872

10,638

234

6,965,401

-

1,905,202

1,020

△ 16,164

510,448

303,243

207,206

6,972,862

3,411

-

3,168

-

2,126,912

50,904

2,056,823

1,045,953

108,429

901,988

453

523,488

85,032

7,107

431,349

4,016,970

△ 23,616

【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

科目 金額

7,483,311

3,466,341

886,030

793,017

65,725



連結 （単位：千円）

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 26,109,829 △ 7,199,077 -

純行政コスト（△） △ 6,965,401 -

財源 6,616,086 -

税収等 5,051,482 -

国県等補助金 1,564,604 -

本年度差額 △ 349,315 -

固定資産等の変動（内部変動） 117,263 △ 117,263

有形固定資産等の増加 876,448 △ 876,448

有形固定資産等の減少 △ 905,256 905,256

貸付金・基金等の増加 213,210 △ 213,210

貸付金・基金等の減少 △ 67,138 67,138

資産評価差額 779

無償所管換等 249

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 48,616 17,027

その他 △ 287,970 287,970

本年度純資産変動額 △ 121,063 △ 161,581 -

本年度末純資産残高 25,988,765 △ 7,360,658 -18,628,107

249

-

-

65,643

-

△ 282,644

779

18,910,751

△ 6,965,401

6,616,086

5,051,482

1,564,604

△ 349,315

【様式第３号】

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

科目 合計



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 6,231,424

業務費用支出 2,214,974

人件費支出 908,933

物件費等支出 1,168,322

支払利息支出 85,032

その他の支出 52,688

移転費用支出 4,016,450

補助金等支出 2,126,912

社会保障給付支出 1,905,202

他会計への繰出支出 1,020

その他の支出 △ 16,684

業務収入 6,960,820

税収等収入 4,971,952

国県等補助金収入 1,439,131

使用料及び手数料収入 305,499

その他の収入 244,239

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 729,396

【投資活動収支】

投資活動支出 1,053,976

公共施設等整備費支出 874,829

基金積立金支出 178,187

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 960

その他の支出 -

投資活動収入 189,834

国県等補助金収入 125,318

基金取崩収入 27,252

貸付金元金回収収入 5,474

資産売却収入 10,638

その他の収入 21,152

投資活動収支 △ 864,142

【財務活動収支】

財務活動支出 426,903

地方債等償還支出 425,904

その他の支出 999

財務活動収入 357,021

地方債等発行収入 357,021

その他の収入 -

財務活動収支 △ 69,882

△ 204,628

1,527,652

比例連結割合変更に伴う差額 △ 35,039

1,287,985

前年度末歳計外現金残高 22,685

本年度歳計外現金増減額 1,886

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末歳計外現金残高 24,571

本年度末現金預金残高 1,312,556

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


