
【様式第1号】
平成29年度

一般会計等貸借対照表
(平成30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 64,332,913　固定負債 20,642,014
　　有形固定資産 41,672,633　　地方債 18,038,438
　　　事業用資産 33,061,425　　長期未払金 -
　　　　土地 14,219,762　　退職手当引当金 2,603,576
　　　　立木竹 78,147　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 42,110,138　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △24,144,854　流動負債 2,804,122
　　　　工作物 1,498,008　　1年内償還予定地方債 2,470,343
　　　　工作物減価償却累計額 △816,699　　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 109,658
　　　　航空機 -　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 224,121
　　　　その他 162,055 負債合計 23,446,136
　　　　その他減価償却累計額 △119,222【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 74,090　固定資産等形成分 65,104,745
　　　インフラ資産 8,323,329　余剰分(不足分) △22,267,101
　　　　土地 131,863
　　　　建物 20,175
　　　　建物減価償却累計額 △8,969
　　　　工作物 19,231,402
　　　　工作物減価償却累計額 △11,065,280
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 14,138
　　　物品 485,589
　　　物品減価償却累計額 △197,710
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 22,660,280
　　　投資及び出資金 2,080,396
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 2,076,006
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 2,296,793
　　　長期貸付金 39,582
　　　基金 18,264,568
　　　　減債基金 5,795,577
　　　　その他 12,468,991
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △21,059
　流動資産 1,950,867
　　現金預金 623,859
　　未収金 100,215
　　短期貸付金 19,683
　　基金 1,135,064
　　　財政調整基金 1,135,064
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 76,374
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △4,328 純資産合計 42,837,644

資産合計 66,283,780 負債及び純資産合計 66,283,780



【様式第2号】
平成29年度

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 12,200,292
　　業務費用 7,707,869
　　　人件費 2,143,024
　　　　職員給与費 1,501,224
　　　　賞与等引当金繰入額 109,658
　　　　退職手当引当金繰入額 113,288
　　　　その他 418,855
　　　物件費等 5,280,265
　　　　物件費 3,373,168
　　　　維持補修費 802,003
　　　　減価償却費 1,102,053
　　　　その他 3,041
　　　その他の業務費用 284,579
　　　　支払利息 201,291
　　　　徴収不能引当金繰入額 12,250
　　　　その他 71,038
　　移転費用 4,492,424
　　　補助金等 2,144,597
　　　社会保障給付 1,690,633
　　　他会計への繰出金 491,935
　　　その他 165,259
　経常収益 890,512
　　使用料及び手数料 519,724
　　その他 370,788
純経常行政コスト 11,309,780
　臨時損失 1,102
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1,102
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 33,562
　　資産売却益 22,028
　　その他 11,534
純行政コスト 11,277,320



【様式第3号】
平成29年度

一般会計等純資産変動計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30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)

前年度末純資産残高 41,625,785 63,792,621 △22,166,836
　純行政コスト(△) △11,277,320 △11,277,320
　財源 12,787,244 12,787,244
　　税収等 9,907,445 9,907,445
　　国県等補助金 2,879,800 2,879,800
　本年度差額 1,509,924 1,509,924
　固定資産等の変動（内部変動） 1,610,189 △1,610,189
　　有形固定資産等の増加 719,315 △719,315
　　有形固定資産等の減少 △372,819 372,819
　　貸付金・基金等の増加 2,737,452 △2,737,452
　　貸付金・基金等の減少 △1,473,760 1,473,760
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 84,851 84,851
　比例連結割合変更に伴う差額 - - -
　その他 △382,916 △382,916 -
　本年度純資産変動額 1,211,859 1,312,124 △100,265
本年度末純資産残高 42,837,644 65,104,745 △22,267,101



【様式第4号】
平成29年度

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 10,966,913
　　業務費用支出 6,474,489
　　　人件費支出 2,048,445
　　　物件費等支出 4,194,639
　　　支払利息支出 201,291
　　　その他の支出 30,114
　　移転費用支出 4,492,424
　　　補助金等支出 2,144,597
　　　社会保障給付支出 1,690,633
　　　他会計への繰出支出 491,935
　　　その他の支出 165,259
　業務収入 13,072,724
　　税収等収入 9,941,033
　　国県等補助金収入 2,250,572
　　使用料及び手数料収入 508,551
　　その他の収入 372,567
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 13,411
業務活動収支 2,119,222
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,602,122
　　公共施設等整備費支出 1,651,470
　　基金積立金支出 2,735,892
　　投資及び出資金支出 213,200
　　貸付金支出 1,560
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,139,004
　　国県等補助金収入 615,817
　　基金取崩収入 1,440,677
　　貸付金元金回収収入 39,451
　　資産売却収入 43,059
　　その他の収入 -
投資活動収支 △2,463,118
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,694,325
　　地方債償還支出 1,694,325
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,006,058
　　地方債発行収入 2,006,058
　　その他の収入 -
財務活動収支 311,733
本年度資金収支額 △32,164
前年度末資金残高 656,022
本年度末資金残高 623,859

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 623,859


