
平成30年度決算財務書類（連結）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 215,574,607 固定負債 39,754,901

有形固定資産 193,812,003 地方債等 34,060,526
事業用資産 116,114,394 長期未払金 51,032

土地 74,385,986 退職手当引当金 5,411,538
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 231,805
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 6,776,556 ※

建物 100,042,364 1年内償還予定地方債等 3,718,713
建物減価償却累計額 △ 60,261,939 未払金 594,870
建物減損損失累計額 - 未払費用 2,562
工作物 8,609,820 前受金 1,566,477
工作物減価償却累計額 △ 7,355,278 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 459,485
船舶 - 預り金 393,760
船舶減価償却累計額 - その他 40,687
船舶減損損失累計額 - 46,531,458 ※

浮標等 - 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 - 固定資産等形成分 220,849,355
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 35,439,900 ※

航空機 - 他団体出資等分 -
航空機減価償却累計額 -
航空機減損損失累計額 -
その他 85
その他減価償却累計額 △ 83
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 693,439

インフラ資産 75,390,543
土地 23,813,389
土地減損損失累計額 -
建物 2,055,725
建物減価償却累計額 △ 599,784
建物減損損失累計額 -
工作物 133,678,067
工作物減価償却累計額 △ 83,864,337
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 307,483

物品 8,899,192
物品減価償却累計額 △ 6,592,126
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 166,744 ※

ソフトウェア 160,160
その他 6,585

投資その他の資産 21,595,860 ※

投資及び出資金 633,764 ※

有価証券 115,662
出資金 518,103
その他 -

長期延滞債権 372,783
長期貸付金 214,091
基金 20,254,186 ※

減債基金 4,426,203
その他 15,827,984

その他 161,622
徴収不能引当金 △ 40,587

流動資産 16,366,037
現金預金 10,345,616
未収金 758,218
短期貸付金 6,215
基金 5,268,533

財政調整基金 4,828,355
減債基金 440,178

棚卸資産 6,323
その他 1,711
徴収不能引当金 △ 20,579

繰延資産 269 185,409,455

231,940,913 231,940,913

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 67,172,572
業務費用 27,356,092

人件費 7,479,311
職員給与費 5,785,382
賞与等引当金繰入額 435,948
退職手当引当金繰入額 592,943
その他 665,038

物件費等 18,419,982 ※

物件費 9,754,096
維持補修費 105,035
減価償却費 5,296,724
その他 3,264,126

その他の業務費用 1,456,799
支払利息 271,345
徴収不能引当金繰入額 49,974
その他 1,135,480

移転費用 39,816,480
補助金等 20,403,764
社会保障給付 18,296,551
他会計への繰出金 1,110,324
その他 5,841

経常収益 7,858,344
使用料及び手数料 3,179,761
その他 4,678,583

純経常行政コスト 59,314,228
臨時損失 3,933 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 695
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3,237

臨時利益 76,004
資産売却益 75,974
その他 30

純行政コスト 59,242,157

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



（単位：千円）

前年度末純資産残高 184,202,861 222,091,901 △ 37,889,040 -

純行政コスト（△） △ 59,242,157 △ 59,242,157 -

財源 59,483,168 ※ 59,483,168 ※ -

税収等 44,889,544 44,889,544 -

国県等補助金 14,593,625 14,593,625 -

本年度差額 241,011 241,011 -

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 4,645

無償所管換等 350,948

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 14,724

その他 595,267

本年度純資産変動額 1,206,595 △ 1,242,546 2,449,140 -

本年度末純資産残高 185,409,455 ※ 220,849,355 △ 35,439,900 -

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分


