
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          22,728,533 　固定負債           8,844,989

　　有形固定資産          16,332,655 　　地方債等           7,857,029

　　　事業用資産           7,218,719 　　長期未払金               4,235

　　　　土地           1,362,193 　　退職手当引当金             983,725

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          12,284,715 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △7,093,075 　流動負債             792,268

　　　　工作物           2,029,079 　　1年内償還予定地方債等             656,227

　　　　工作物減価償却累計額         △1,365,171 　　未払金              26,879

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金               2,078

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金              94,713

　　　　航空機                  － 　　預り金              12,182

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 189

　　　　その他               1,040 負債合計           9,637,258

　　　　その他減価償却累計額                △62 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          26,601,630

　　　インフラ資産           8,775,061 　余剰分（不足分）         △9,226,997

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             680,582

　　　　建物減価償却累計額            △16,080

　　　　工作物          18,932,945

　　　　工作物減価償却累計額        △11,016,436

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              51,073

　　　物品           1,267,725

　　　物品減価償却累計額           △928,851

　　無形固定資産             133,089

　　　ソフトウェア             131,880

　　　その他               1,209

　　投資その他の資産           6,262,790

　　　投資及び出資金             187,405

　　　　有価証券                 555

　　　　出資金             186,851

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              11,925

　　　長期貸付金              42,000

　　　基金           6,023,069

　　　　減債基金           1,820,277

　　　　その他           4,202,792

連結

連結貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  41

　　　徴収不能引当金             △1,651

　流動資産           4,283,236

　　現金預金             384,217

　　未収金              18,463

　　短期貸付金               8,340

　　基金           3,864,756

　　　財政調整基金           3,864,756

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産               5,349

　　その他               3,107

　　徴収不能引当金               △996

　繰延資産                 121 純資産合計          17,374,633

資産合計          27,011,890 負債及び純資産合計          27,011,890



連結

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      7,599,335

　業務費用                      4,235,049

　　人件費                      1,901,462

　　　職員給与費                      1,245,819

　　　賞与等引当金繰入額                         93,795

　　　退職手当引当金繰入額                         19,244

　　　その他                        542,604

　　物件費等                      2,214,249

　　　物件費                      1,140,001

　　　維持補修費                        249,203

　　　減価償却費                        653,624

　　　その他                        171,421

　　その他の業務費用                        119,338

　　　支払利息                         46,134

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,526

　　　その他                         71,678

　移転費用                      3,364,286

　　補助金等                      3,084,934

　　社会保障給付                        262,670

　　他会計への繰出金                             －

　　その他 16,682

経常収益                        954,973

　使用料及び手数料                        175,784

　その他                        779,189

純経常行政コスト                      6,644,362

臨時損失                          1,853

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                              0

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                          1,853

臨時利益                             63

　資産売却益                             63

　その他                             －

純行政コスト                      6,646,151

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）

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 16,540,646 26,006,154 △9,465,508 －

　純行政コスト（△） △6,646,151 △6,646,151 －

　財源 7,608,684 7,608,684 －

　　税収等 5,129,138 5,129,138 －

　　国県等補助金 2,479,546 2,479,546 －

　本年度差額 963,661 963,661 －

　固定資産等の変動（内部変動） －

　　有形固定資産等の増加 －

　　有形固定資産等の減少 －

　　貸付金・基金等の増加 －

　　貸付金・基金等の減少 －

　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 △102,709

　その他 △25,837

　本年度純資産変動額 833,987 595,476 18,692,505 －

本年度末純資産残高 17,374,633 26,601,630 9,226,997 －

連結

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




