
【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 11,227,152　固定負債 564,764

　　有形固定資産 9,863,357　　地方債 291,079

　　　事業用資産 7,423,814　　長期未払金 -

　　　　土地 2,546,031　　退職手当引当金 168,288

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 12,353,165　　その他 105,398

　　　　建物減価償却累計額 △7,776,506　流動負債 216,371

　　　　工作物 438,063　　1年内償還予定地方債 79,653

　　　　工作物減価償却累計額 △134,118　　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 43,809

　　　　航空機 -　　預り金 92,910

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -

　　　　その他 △2,821 負債合計 781,135

　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 15,298,984

　　　インフラ資産 2,160,587　余剰分(不足分) △679,818

　　　　土地 8,964

　　　　建物 -

　　　　建物減価償却累計額 -

　　　　工作物 3,653,101

　　　　工作物減価償却累計額 △1,538,512

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 37,034

　　　物品 700,664

　　　物品減価償却累計額 △421,708

　　無形固定資産 0

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 -

　　投資その他の資産 1,363,796

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　投資損失引当金 -

　　　長期延滞債権 118,383

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,143,350

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,143,350

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △14,539

　流動資産 4,173,149

　　現金預金 228,411

　　未収金 43,924

　　短期貸付金 -

　　基金 3,844,532

　　　財政調整基金 3,766,522

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 61,707

　　徴収不能引当金 △5,426 純資産合計 14,619,166

資産合計 15,400,301 負債及び純資産合計 15,400,301



【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 3,962,876

　　業務費用 2,594,523

　　　人件費 805,310

　　　　職員給与費 627,692

　　　　賞与等引当金繰入額 3,419

　　　　退職手当引当金繰入額 9,100

　　　　その他 165,099

　　　物件費等 1,780,091

　　　　物件費 1,298,152

　　　　維持補修費 1,676

　　　　減価償却費 471,967

　　　　その他 8,295

　　　その他の業務費用 9,122

　　　　支払利息 4,217

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 4,905

　　移転費用 1,368,353

　　　補助金等 438,060

　　　社会保障給付 247,002

　　　他会計への繰出金 682,813

　　　その他 479

　経常収益 215,302

　　使用料及び手数料 81,656

　　その他 133,646

純経常行政コスト 3,747,573

　臨時損失 -

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 -

　　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 -

　　資産売却益 -

　　その他 -

純行政コスト 3,747,573



【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 14,179,043 14,613,155 △434,113

　純行政コスト(△) △3,747,573 △3,747,573

　財源 4,187,697 4,187,697

　　税収等 3,613,502 3,613,502

　　国県等補助金 574,195 574,195

　本年度差額 440,123 440,123

　固定資産等の変動（内部変動） 685,829 △685,829

　　有形固定資産等の増加 1,157,796 △1,157,796

　　有形固定資産等の減少 △471,967 471,967

　　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 - -

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 440,123 685,829 △245,706

本年度末純資産残高 14,619,166 15,298,984 △679,818



【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 3,478,389

　　業務費用支出 2,110,037

　　　人件費支出 792,791

　　　物件費等支出 1,308,123

　　　支払利息支出 4,217

　　　その他の支出 4,905

　　移転費用支出 1,368,353

　　　補助金等支出 438,060

　　　社会保障給付支出 247,002

　　　他会計への繰出支出 682,813

　　　その他の支出 479

　業務収入 4,056,839

　　税収等収入 3,613,502

　　国県等補助金収入 228,035

　　使用料及び手数料収入 81,656

　　その他の収入 133,646

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 346,160

業務活動収支 924,610

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,513,901

　　公共施設等整備費支出 1,196,628

　　基金積立金支出 317,273

　　投資及び出資金支出 -

　　貸付金支出 -

　　その他の支出 -

　投資活動収入 444,426

　　国県等補助金収入 -

　　基金取崩収入 444,426

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 -

　　その他の収入 -

投資活動収支 △1,069,475

【財務活動収支】

　財務活動支出 119,172

　　地方債償還支出 119,172

　　その他の支出 -

　財務活動収入 -

　　地方債発行収入 -

　　その他の収入 -

財務活動収支 △119,172

本年度資金収支額 △264,037

前年度末資金残高 399,539

本年度末資金残高 135,501

前年度末歳計外現金残高 47,308

本年度歳計外現金増減額 45,602

本年度末歳計外現金残高 92,910

本年度末現金預金残高 228,411


