
【様式第1号】
平成29年度

全体貸借対照表
(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 68,202,957　固定負債 23,766,634
　　有形固定資産 45,804,264　　地方債等 19,293,192
　　　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 3,080,408
　　　　立木竹 78,147　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 42,110,138　　その他 1,393,034
　　　　建物減価償却累計額 △24,144,854　流動負債 3,932,007
　　　　工作物 1,498,008　　1年内償還予定地方債等 2,555,618
　　　　工作物減価償却累計額 △816,699　　未払金 150,995
　　　　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 136,640
　　　　航空機 -　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 1,088,754
　　　　その他 162,055 負債合計 27,698,641
　　　　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 69,079,243
　　　インフラ資産 12,263,123　余剰分(不足分) △26,687,783
　　　　土地 180,221　他団体出資等分 -
　　　　建物 350,374
　　　　建物減価償却累計額 △159,685
　　　　工作物 26,308,225
　　　　工作物減価償却累計額 △14,430,149
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 14,138
　　　物品 1,576,663
　　　物品減価償却累計額 △1,096,946
　　無形固定資産 2,800
　　　ソフトウェア -
　　　その他 2,800
　　投資その他の資産 22,395,892
　　　投資及び出資金 1,657,496
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 1,653,106
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 2,444,368
　　　長期貸付金 39,582
　　　基金 18,284,329
　　　　減債基金 5,795,577
　　　　その他 12,488,752
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △29,883
　流動資産 1,887,144
　　現金預金 418,452
　　未収金 472,986
　　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 79,298
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △238,339
　繰延資産 - 純資産合計 42,391,460

資産合計 70,090,101 負債及び純資産合計 70,090,101



【様式第2号】
平成29年度

全体行政コスト計算書
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 16,183,763
　　業務費用 8,922,041
　　　人件費 2,504,683
　　　　職員給与費 1,814,941
　　　　賞与等引当金繰入額 132,352
　　　　退職手当引当金繰入額 113,655
　　　　その他 443,735
　　　物件費等 5,814,849
　　　　物件費 3,704,294
　　　　維持補修費 847,169
　　　　減価償却費 1,260,345
　　　　その他 3,041
　　　その他の業務費用 602,508
　　　　支払利息 223,917
　　　　徴収不能引当金繰入額 11,621
　　　　その他 366,971
　　移転費用 7,261,722
　　　補助金等 5,405,790
　　　社会保障給付 1,690,633
　　　その他 165,299
　経常収益 1,703,045
　　使用料及び手数料 989,817
　　その他 713,228
純経常行政コスト 14,480,717
　臨時損失 7,109
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1,102
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 6,007
　臨時利益 33,562
　　資産売却益 22,028
　　その他 11,534
純行政コスト 14,454,265



【様式第3号】
平成29年度

全体純資産変動計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 41,322,331 67,563,671 △26,241,340 -
　純行政コスト(△) △14,454,265 △14,454,265 -
　財源 15,821,459 15,821,459 -
　　税収等 10,336,755 10,336,755 -
　　国県等補助金 5,484,703 5,484,703 -
　本年度差額 1,367,194 1,367,194 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,813,637 △1,813,637
　　有形固定資産等の増加 1,092,671 △1,092,671
　　有形固定資産等の減少 △542,824 542,824
　　貸付金・基金等の増加 2,737,549 △2,737,549
　　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
　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 - - - -
　その他 △382,916 △382,916 -
　本年度純資産変動額 1,069,129 1,515,572 △446,443 -
本年度末純資産残高 42,391,460 69,079,243 △26,687,783 -



【様式第4号】
平成29年度

全体資金収支計算書
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 14,656,288
　　業務費用支出 7,394,566
　　　人件費支出 2,424,666
　　　物件費等支出 4,570,932
　　　支払利息支出 223,917
　　　その他の支出 175,051
　　移転費用支出 7,261,722
　　　補助金等支出 5,405,790
　　　社会保障給付支出 1,690,633
　　　その他の支出 165,299
　業務収入 16,938,518
　　税収等収入 10,453,773
　　国県等補助金収入 4,855,475
　　使用料及び手数料収入 914,264
　　その他の収入 715,006
　臨時支出 114,960
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 114,960
　臨時収入 13,411
業務活動収支 2,180,682
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,868,600
　　公共施設等整備費支出 2,044,651
　　基金積立金支出 2,735,989
　　投資及び出資金支出 86,400
　　貸付金支出 1,560
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,200,254
　　国県等補助金収入 677,067
　　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 △2,668,346
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,779,600
　　地方債等償還支出 1,779,600
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,191,058
　　地方債等発行収入 2,191,058
　　その他の収入 -
財務活動収支 411,458
本年度資金収支額 △76,206
前年度末資金残高 439,258
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 363,052

前年度末歳計外現金残高 34,809
本年度歳計外現金増減額 20,591
本年度末歳計外現金残高 55,400
本年度末現金預金残高 418,452


