
【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 3,932,154　固定負債 224,934
　　有形固定資産 1,993,367　　地方債等 59,357
　　　事業用資産 1,916,913　　長期未払金 -
　　　　土地 -　　退職手当引当金 161,740
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 6,838,151　　その他 3,836
　　　　建物減価償却累計額 △4,982,167　流動負債 152,354
　　　　工作物 270,164　　1年内償還予定地方債等 58,419
　　　　工作物減価償却累計額 △266,723　　未払金 -
　　　　船舶 -　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 -　　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 84,054
　　　　航空機 -　　預り金 5,516
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 4,365
　　　　その他 - 負債合計 377,288
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 57,487　固定資産等形成分 5,711,668
　　　インフラ資産 -　余剰分(不足分) △295,546
　　　　土地 -　他団体出資等分 -
　　　　建物 -
　　　　建物減価償却累計額 -
　　　　工作物 -
　　　　工作物減価償却累計額 -
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 401,869
　　　物品減価償却累計額 △325,415
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 1,938,787
　　　投資及び出資金 -
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 -
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 1,344
　　　長期貸付金 -
　　　基金 1,175,632
　　　　減債基金 -
　　　　その他 1,175,632
　　　その他 761,811
　　　徴収不能引当金 -
　流動資産 1,861,256
　　現金預金 81,054
　　未収金 689
　　短期貸付金 -
　　基金 1,779,514
　　　財政調整基金 1,779,514
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 -
　繰延資産 - 純資産合計 5,416,123

資産合計 5,793,411 負債及び純資産合計 5,793,411



【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 2,013,889
　　業務費用 1,970,994
　　　人件費 1,426,148
　　　　職員給与費 1,007,130
　　　　賞与等引当金繰入額 84,054
　　　　退職手当引当金繰入額 21,691
　　　　その他 313,272
　　　物件費等 538,771
　　　　物件費 351,983
　　　　維持補修費 13,405
　　　　減価償却費 172,984
　　　　その他 400
　　　その他の業務費用 6,075
　　　　支払利息 2,578
　　　　徴収不能引当金繰入額 △69
　　　　その他 3,565
　　移転費用 42,895
　　　補助金等 42,579
　　　社会保障給付 200
　　　その他 116
　経常収益 1,597,140
　　使用料及び手数料 1,553,708
　　その他 43,432
純経常行政コスト 416,748
　臨時損失 0
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 0
　　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 416,748



【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 5,579,233 5,927,366 △348,133 -
　純行政コスト(△) △416,748 △416,748 -
　財源 254,159 254,159 -
　　税収等 254,159 254,159 -
　　国県等補助金 - - -
　本年度差額 △162,589 △162,589 -
　固定資産等の変動（内部変動） △212,243 212,243
　　有形固定資産等の増加 80,129 △80,129
　　有形固定資産等の減少 △172,984 172,984
　　貸付金・基金等の増加 148,256 △148,256
　　貸付金・基金等の減少 △267,644 267,644
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　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 △521 △3,455 2,934 -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △163,110 △215,697 52,587 -
本年度末純資産残高 5,416,123 5,711,668 △295,546 -



【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 1,920,938
　　業務費用支出 1,782,872
　　　人件費支出 1,406,577
　　　物件費等支出 370,152
　　　支払利息支出 2,578
　　　その他の支出 3,565
　　移転費用支出 138,065
　　　補助金等支出 42,579
　　　社会保障給付支出 200
　　　その他の支出 95,286
　業務収入 1,851,054
　　税収等収入 254,159
　　国県等補助金収入 -
　　使用料及び手数料収入 1,553,462
　　その他の収入 43,432
　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 △69,884
【投資活動収支】
　投資活動支出 143,389
　　公共施設等整備費支出 80,129
　　基金積立金支出 63,260
　　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 267,644
　　国県等補助金収入 -
　　基金取崩収入 267,644
　　貸付金元金回収収入 -
　　資産売却収入 -
　　その他の収入 -
投資活動収支 124,255
【財務活動収支】
　財務活動支出 57,495
　　地方債等償還支出 57,495
　　その他の支出 -
　財務活動収入 -
　　地方債等発行収入 -
　　その他の収入 -
財務活動収支 △57,495
本年度資金収支額 △3,124
前年度末資金残高 78,914
比例連結割合変更に伴う差額 △252
本年度末資金残高 75,537

前年度末歳計外現金残高 416
本年度歳計外現金増減額 5,100
本年度末歳計外現金残高 5,516
本年度末現金預金残高 81,054


