
【様式第1号】
平成29年度

連結貸借対照表
(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 77,517,021　固定負債 31,236,040
　　有形固定資産 54,961,628　　地方債等 20,140,222
　　　事業用資産 34,143,447　　長期未払金 -
　　　　土地 14,328,362　　退職手当引当金 4,846,590
　　　　立木竹 78,147　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 43,131,984　　その他 6,249,228
　　　　建物減価償却累計額 △24,846,745　流動負債 4,254,628
　　　　工作物 4,526,869　　1年内償還予定地方債等 2,707,770
　　　　工作物減価償却累計額 △3,197,639　　未払金 274,309
　　　　船舶 -　　未払費用 4,336
　　　　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 157,595
　　　　航空機 -　　預り金 11,317
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 1,099,300
　　　　その他 166,737 負債合計 35,490,668
　　　　その他減価償却累計額 △119,222【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 74,954　固定資産等形成分 78,873,428
　　　インフラ資産 20,124,563　余剰分(不足分) △33,526,666
　　　　土地 458,069　他団体出資等分 -
　　　　建物 454,864
　　　　建物減価償却累計額 △208,369
　　　　工作物 30,001,536
　　　　工作物減価償却累計額 △15,634,821
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 5,053,284
　　　物品 2,780,029
　　　物品減価償却累計額 △2,086,411
　　無形固定資産 8,012
　　　ソフトウェア 4,813
　　　その他 3,199
　　投資その他の資産 22,547,381
　　　投資及び出資金 10,042
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 5,606
　　　　その他 46
　　　長期延滞債権 2,454,966
　　　長期貸付金 39,582
　　　基金 20,070,594
　　　　減債基金 5,795,577
　　　　その他 14,275,017
　　　その他 7,702
　　　徴収不能引当金 △35,507
　流動資産 3,320,408
　　現金預金 921,076
　　未収金 671,545
　　短期貸付金 19,683
　　基金 1,612,293
　　　財政調整基金 1,612,293
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 85,586
　　その他 248,563
　　徴収不能引当金 △238,339
　繰延資産 - 純資産合計 45,346,762

資産合計 80,837,430 負債及び純資産合計 80,837,430



【様式第2号】
平成29年度

連結行政コスト計算書
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 21,990,888
　　業務費用 10,373,115
　　　人件費 2,981,603
　　　　職員給与費 2,218,078
　　　　賞与等引当金繰入額 163,443
　　　　退職手当引当金繰入額 118,986
　　　　その他 481,095
　　　物件費等 6,582,636
　　　　物件費 4,160,716
　　　　維持補修費 868,391
　　　　減価償却費 1,508,939
　　　　その他 44,589
　　　その他の業務費用 808,876
　　　　支払利息 237,793
　　　　徴収不能引当金繰入額 11,621
　　　　その他 559,463
　　移転費用 11,617,773
　　　補助金等 9,760,511
　　　社会保障給付 1,690,633
　　　その他 166,629
　経常収益 2,189,129
　　使用料及び手数料 1,166,725
　　その他 1,022,404
純経常行政コスト 19,801,759
　臨時損失 8,786
　　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 7,684
　臨時利益 33,902
　　資産売却益 22,368
　　その他 11,534
純行政コスト 19,776,643



【様式第3号】
平成29年度

連結純資産変動計算書
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 44,340,369 77,333,314 △32,992,945 -
　純行政コスト(△) △19,776,643 △19,776,643 -
　財源 21,187,288 21,187,288 -
　　税収等 13,053,192 13,053,192 -
　　国県等補助金 8,134,096 8,134,096 -
　本年度差額 1,410,646 1,410,646 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,978,712 △1,978,712
　　有形固定資産等の増加 1,430,766 △1,430,766
　　有形固定資産等の減少 △787,120 787,120
　　貸付金・基金等の増加 2,855,352 △2,855,352
　　貸付金・基金等の減少 △1,520,285 1,520,285
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 85,695 85,695
　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 △7,545 - - -
　その他 △482,404 △519,784 37,380
　本年度純資産変動額 1,006,392 1,540,114 △533,721 -
本年度末純資産残高 45,346,762 78,873,428 △33,526,666 -



【様式第4号】
平成29年度

連結資金収支計算書
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 20,307,143
　　業務費用支出 8,689,370
　　　人件費支出 2,897,315
　　　物件費等支出 5,099,673
　　　支払利息支出 237,793
　　　その他の支出 454,589
　　移転費用支出 11,617,773
　　　補助金等支出 9,760,511
　　　社会保障給付支出 1,690,633
　　　その他の支出 166,629
　業務収入 22,824,485
　　税収等収入 13,170,223
　　国県等補助金収入 7,504,868
　　使用料及び手数料収入 1,091,172
　　その他の収入 1,058,222
　臨時支出 116,915
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 116,915
　臨時収入 13,411
業務活動収支 2,413,837
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,164,319
　　公共施設等整備費支出 2,356,226
　　基金積立金支出 2,806,533
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 1,560
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,395,787
　　国県等補助金収入 827,184
　　基金取崩収入 1,485,753
　　貸付金元金回収収入 39,451
　　資産売却収入 43,400
　　その他の収入 -
投資活動収支 △2,768,532
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,927,901
　　地方債等償還支出 1,927,619
　　その他の支出 282
　財務活動収入 2,250,047
　　地方債等発行収入 2,250,015
　　その他の収入 31
財務活動収支 322,146
本年度資金収支額 △32,549
前年度末資金残高 882,232
比例連結割合変更に伴う差額 △559
本年度末資金残高 849,123

前年度末歳計外現金残高 55,542
本年度歳計外現金増減額 16,411
本年度末歳計外現金残高 71,953
本年度末現金預金残高 921,076


