
連結

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          17,362,218 　固定負債           5,765,479

　　有形固定資産          14,512,861 　　地方債等           3,805,736

　　　事業用資産           6,397,300 　　長期未払金                   0

　　　　土地           1,846,244 　　退職手当引当金           1,155,149

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           7,876,560 　　その他             804,594

　　　　建物減価償却累計額         △4,910,565 　流動負債             618,215

　　　　工作物           3,368,992 　　1年内償還予定地方債等             406,599

　　　　工作物減価償却累計額         △1,809,167 　　未払金              50,777

　　　　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                 169

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金              72,476

　　　　航空機                  － 　　預り金              87,786

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 408

　　　　その他              52,151 負債合計           6,383,694

　　　　その他減価償却累計額            △27,019 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定                 104 　固定資産等形成分          18,305,817

　　　インフラ資産           7,692,507 　余剰分（不足分）         △5,462,658

　　　　土地             174,843 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             621,814

　　　　建物減価償却累計額           △378,231

　　　　工作物          13,070,938

　　　　工作物減価償却累計額         △5,970,054

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定             173,197

　　　物品           1,690,240

　　　物品減価償却累計額         △1,267,186

　　無形固定資産           1,683,537

　　　ソフトウェア              54,164

　　　その他           1,629,373

　　投資その他の資産           1,165,821

　　　投資及び出資金               6,910

　　　　有価証券                 200

　　　　出資金               6,710

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              43,179

　　　長期貸付金               1,375

　　　基金           1,123,675

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           1,123,675

　　　その他                   0



　　　徴収不能引当金             △9,319

　流動資産           1,864,635

　　現金預金             902,079

　　未収金              20,954

　　短期貸付金                  70

　　基金             943,529

　　　財政調整基金             918,334

　　　減債基金              25,196

　　棚卸資産               1,352

　　その他                  －

　　徴収不能引当金             △3,349

　繰延資産                  － 純資産合計          12,843,159

資産合計          19,226,853 負債及び純資産合計          19,226,853



連結

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                      6,218,921

　業務費用                      3,182,564

　　人件費                      1,082,600

　　　職員給与費                        828,450

　　　賞与等引当金繰入額                         70,209

　　　退職手当引当金繰入額                         78,309

　　　その他                        105,632

　　物件費等                      1,827,252

　　　物件費                        993,786

　　　維持補修費                        172,990

　　　減価償却費                        660,475

　　　その他                              2

　　その他の業務費用                        272,711

　　　支払利息                         46,351

　　　徴収不能引当金繰入額                         11,953

　　　その他                        214,408

　移転費用                      3,036,357

　　補助金等                      2,791,887

　　社会保障給付                        243,740

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                            730

経常収益                        608,319

　使用料及び手数料                        409,890

　その他                        198,430

純経常行政コスト                      5,610,601

臨時損失                         87,593

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                         52,698

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                         34,895

臨時利益                          2,614

　資産売却益                             －

　その他                          2,614

純行政コスト                      5,695,580



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

（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 13,185,467 18,603,418 △5,417,952 －

　純行政コスト（△） △5,695,580 △5,695,580 －

　財源 5,373,068 5,373,068 －

　　税収等 3,621,221 3,621,221 －

　　国県等補助金 1,751,848 1,751,848 －

　本年度差額 △322,512 △322,512 －

　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 885 －

　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 △23,576

　その他 2,895 － －

　本年度純資産変動額 △342,308 △297,601 △44,706 －

本年度末純資産残高 12,843,159 18,305,817 △5,462,658 －


