
【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 17,028,468　固定負債 2,982,873

　　有形固定資産 15,446,918　　地方債等 2,159,382

　　　事業用資産 8,698,175　　長期未払金 24,290

　　　　土地 2,604,964　　退職手当引当金 677,512

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 14,833,101　　その他 121,688

　　　　建物減価償却累計額 △9,045,894　流動負債 549,591

　　　　工作物 450,054　　1年内償還予定地方債等 359,267

　　　　工作物減価償却累計額 △141,825　　未払金 21,325

　　　　船舶 -　　未払費用 -

　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 1,065

　　　　浮標等 -　　前受収益 -

　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 50,929

　　　　航空機 -　　預り金 100,581

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 16,424

　　　　その他 △2,821 負債合計 3,532,463

　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 597　固定資産等形成分 21,315,270

　　　インフラ資産 6,440,019　余剰分(不足分) △2,938,031

　　　　土地 8,964　他団体出資等分 50,000

　　　　建物 391,452

　　　　建物減価償却累計額 △109,870

　　　　工作物 15,153,971

　　　　工作物減価償却累計額 △9,081,501

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 77,003

　　　物品 865,960

　　　物品減価償却累計額 △557,236

　　無形固定資産 402

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 402

　　投資その他の資産 1,581,148

　　　投資及び出資金 116,622

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,422

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,270,081

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,270,081

　　　その他 24,038

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 4,931,235

　　現金預金 467,472

　　未収金 72,741

　　短期貸付金 -

　　基金 4,318,463

　　　財政調整基金 4,240,453

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 14,615

　　その他 63,414

　　徴収不能引当金 △5,471

　繰延資産 - 純資産合計 18,427,239

資産合計 21,959,702 負債及び純資産合計 21,959,702



【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 6,990,118

　　業務費用 3,935,009

　　　人件費 1,216,925

　　　　職員給与費 988,822

　　　　賞与等引当金繰入額 7,785

　　　　退職手当引当金繰入額 14,992

　　　　その他 205,326

　　　物件費等 2,626,635

　　　　物件費 1,587,905

　　　　維持補修費 26,214

　　　　減価償却費 789,163

　　　　その他 223,353

　　　その他の業務費用 91,448

　　　　支払利息 73,571

　　　　徴収不能引当金繰入額 35

　　　　その他 17,842

　　移転費用 3,055,109

　　　補助金等 2,004,722

　　　社会保障給付 935,230

　　　その他 115,156

　経常収益 1,560,312

　　使用料及び手数料 644,027

　　その他 916,285

純経常行政コスト 5,429,806

　臨時損失 -

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 -

　　損失補償等引当金繰入額 -

　　その他 -

　臨時利益 20

　　資産売却益 -

　　その他 20

純行政コスト 5,429,786



【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 17,908,486 20,953,098 △3,094,613 50,000

　純行政コスト(△) △5,429,786 △5,429,786 -

　財源 5,948,539 5,948,539 -

　　税収等 4,666,260 4,666,260 -

　　国県等補助金 1,282,279 1,282,279 -

　本年度差額 518,753 518,753 -

　固定資産等の変動（内部変動） 360,469 △360,469

　　有形固定資産等の増加 1,161,059 △1,161,059

　　有形固定資産等の減少 △787,076 787,076

　　貸付金・基金等の増加 34,440 △34,440

　　貸付金・基金等の減少 △47,954 47,954

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 - -

　他団体出資等分の増加 - -

　他団体出資等分の減少 - -

　その他 - 1,712 △1,712

　本年度純資産変動額 518,753 362,181 156,572 -

本年度末純資産残高 18,427,239 21,315,280 △2,938,041 50,000



【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 6,213,141

　　業務費用支出 3,136,995

　　　人件費支出 1,205,358

　　　物件費等支出 1,840,312

　　　支払利息支出 73,571

　　　その他の支出 17,754

　　移転費用支出 3,076,146

　　　補助金等支出 2,004,722

　　　社会保障給付支出 935,230

　　　その他の支出 136,194

　業務収入 7,065,568

　　税収等収入 4,666,260

　　国県等補助金収入 840,037

　　使用料及び手数料収入 644,027

　　その他の収入 915,245

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 442,216

業務活動収支 1,294,643

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,586,085

　　公共施設等整備費支出 1,234,366

　　基金積立金支出 351,719

　　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 492,428

　　国県等補助金収入 47

　　基金取崩収入 492,380

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 -

　　その他の収入 1

投資活動収支 △1,093,656

【財務活動収支】

　財務活動支出 395,501

　　地方債等償還支出 395,319

　　その他の支出 182

　財務活動収入 91

　　地方債等発行収入 91

　　その他の収入 -

財務活動収支 △395,410

本年度資金収支額 △194,424

前年度末資金残高 568,973

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 374,549

前年度末歳計外現金残高 47,331

本年度歳計外現金増減額 45,592

本年度末歳計外現金残高 92,923

本年度末現金預金残高 467,472


