
【様式第1号】
平成30年度

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 6,628,597 　固定負債 3,317,008
　　有形固定資産 6,625,921 　　地方債 3,254,496
　　　事業用資産 6,530,534 　　長期未払金 -
　　　　土地 1,142,973 　　退職手当引当金 62,512
　　　　立木竹 - 　　損失補填等引当金 -
　　　　建物 2,945,897 　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △2,023,583 　流動負債 101,747
　　　　工作物 16,909,032 　　1年内償還予定地方債 91,646
　　　　工作物減価償却累計額 △12,443,785 　　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 10,101
　　　　航空機 - 　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 3,418,754
　　　　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 7,098,355
　　　インフラ資産 - 　余剰分（不足分） △3,289,495
　　　　土地 -
　　　　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 -
　　　物品 105,893
　　　物品減価償却累計額 △10,506
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 2,675
　　　投資及び出資金 -
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 -
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 -
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,675
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,675
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 -
　流動資産 599,017
　　現金預金 129,259
　　未収金 -
　　短期貸付金 -
　　基金 469,758
　　　財政調整基金 469,758
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 - 純資産合計 3,808,859

資金合計 7,227,614 負債及び純資産合計 7,227,614
※端数処理の関係上合計額と一致しない部分があります。

連結貸借対照表
（平成31年03月31日現在）



【様式第3号】
平成30年度

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 3,146,957 5,460,874 △2,313,917
　純行政コスト（△） △565,430 △565,430
　財源 1,224,676 1,224,676
　　税収等 895,484 895,484
　　国県等補助金 329,192 329,192
　本年度差額 659,246 659,246
　固定資産等の変動（内部変動） 1,634,805 △1,634,805
　　有形固定資産等の増加 1,622,267 △1,622,267
　　有形固定資産等の減少 △68,808 68,808
　　貸付金・基金等の増加 101,346 △101,346
　　貸付金・基金等の減少 △20,000 20,000
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　その他 2,656 2,675 △19
　本年度純資産変動額 661,902 1,637,480 △975,578
本年度末純資産残高 3,808,859 7,098,355 △3,289,495
※端数処理の関係上合計額と一致しない部分があります。

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

科目 合計



【様式第4号】
平成30年度

（単位：千円）
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 1,067,153
　　業務費用支出 1,046,682
　　　人件費支出 118,640
　　　物件費等支出 921,239
　　　支払利息支出 6,804
　　　その他の支出 -
　　移転費用支出 20,470
　　　補助金等支出 18,841
　　　社会保障給付支出 -
　　　他会計への繰出支出 -
　　　その他の支出 1,630
　業務収入 1,471,612
　　税収等収入 895,484
　　国県等補助金収入 -
　　使用料及び手数料収入 421,644
　　その他の収入 154,484
　臨時支出 -
　　災害普及事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 404,459
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,723,613
　　公共施設等整備費支出 1,622,267
　　基金積立金支出 101,346
　　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 349,354
　　国県等補助金収入 329,192
　　基金取崩収入 20,000
　　貸付金元金回収収入 -
　　資産売却収入 162
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,374,259
【財務活動収支】
　財務活動支出 182,084
　　地方債償還支出 182,084
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,213,800
　　地方債発行収入 1,213,800
　　その他の収入 -
財務活動収支 1,031,716
本年度資金収支額 61,916
前年度末資金残高 87,091
前年度末資金残高修正額 △19,749
本年度末資金残高 129,259

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 129,259

※端数処理の関係上合計額と一致しない部分があります。

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

※「前年度末資金残高修正額」は、平成28年度分及び平成29年度分において「人件費支出」として計上するべ
き額が正しく計上されていなかったため、その分の修正額となります。



【様式第2号】
平成30年度

（単位：千円）
科目 金額

　経常費用 1,136,956
　　業務費用 1,116,486
　　　人件費 119,635
　　　　職員給与費 109,207
　　　　賞与等引当金繰入額 10,101
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 328
　　　物件費等 988,594
　　　　物件費 660,416
　　　　維持補修費 258,853
　　　　減価償却費 68,808
　　　　その他 518
　　　その他の業務収入 8,256
　　　　支払利息 6,804
　　　　徴収不能引当金繰入額 -
　　　　その他 1,452
　　　移転費用 20,470
　　　　補助金等 18,841
　　　　社会保障給付 -
　　　　他会計への繰出金 -
　　　　その他の業務収入 1,630
　経常収益 591,112
　　使用料及び手数料 421,644
　　その他 169,468
純経常行政コスト 545,844
　臨時損失 19,749
　　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 19,749
　臨時利益 162
　　資産売却益 162
　　その他 -
純行政コスト 565,430
※端数処理の関係上合計額と一致しない部分があります。

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


