
【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 16,748,385　固定負債 2,440,052

　　有形固定資産 15,299,581　　地方債等 2,141,421

　　　事業用資産 8,568,114　　長期未払金 -

　　　　土地 2,587,290　　退職手当引当金 177,111

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 14,629,409　　その他 121,521

　　　　建物減価償却累計額 △8,949,708　流動負債 493,276

　　　　工作物 438,063　　1年内償還予定地方債等 354,887

　　　　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 45,487

　　　　航空機 -　　預り金 92,903

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -

　　　　その他 △2,821 負債合計 2,933,328

　　　　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 20,593,737

　　　インフラ資産 6,439,889　余剰分(不足分) △2,425,931

　　　　土地 8,964　他団体出資等分 -

　　　　建物 391,452

　　　　建物減価償却累計額 △109,870

　　　　工作物 15,153,727

　　　　工作物減価償却累計額 △9,081,387

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 77,003

　　　物品 713,285

　　　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 1,448,804

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,161,795

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,161,795

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 4,352,750

　　現金預金 352,700

　　未収金 66,783

　　短期貸付金 -

　　基金 3,877,013

　　　財政調整基金 3,799,003

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 61,725

　　徴収不能引当金 △5,471

　繰延資産 - 純資産合計 18,167,807

資産合計 21,101,135 負債及び純資産合計 21,101,135



【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 5,410,064

　　業務費用 3,148,492

　　　人件費 850,299

　　　　職員給与費 671,413

　　　　賞与等引当金繰入額 2,500

　　　　退職手当引当金繰入額 9,809

　　　　その他 166,578

　　　物件費等 2,213,567

　　　　物件費 1,426,865

　　　　維持補修費 1,841

　　　　減価償却費 776,363

　　　　その他 8,498

　　　その他の業務費用 84,626

　　　　支払利息 73,461

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 11,164

　　移転費用 2,261,572

　　　補助金等 1,997,948

　　　社会保障給付 247,002

　　　その他 16,623

　経常収益 486,783

　　使用料及び手数料 350,424

　　その他 136,359

純経常行政コスト 4,923,281

　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 -

　　資産売却益 -

　　その他 -

純行政コスト 4,923,281



【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 17,646,910 20,212,304 △2,565,395 -

　純行政コスト(△) △4,923,281 △4,923,281 -

　財源 5,444,178 5,444,178 -

　　税収等 4,461,253 4,461,253 -

　　国県等補助金 982,925 982,925 -

　本年度差額 520,897 520,897 -

　固定資産等の変動（内部変動） 381,433 △381,433

　　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 △776,363 776,363

　　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 - -

　他団体出資等分の増加 - -

　他団体出資等分の減少 - -

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 520,897 381,433 139,464 -

本年度末純資産残高 18,167,807 20,593,737 △2,425,931 -



【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 4,621,392

　　業務費用支出 2,359,820

　　　人件費支出 837,991

　　　物件費等支出 1,437,204

　　　支払利息支出 73,461

　　　その他の支出 11,164

　　移転費用支出 2,261,572

　　　補助金等支出 1,997,948

　　　社会保障給付支出 247,002

　　　その他の支出 16,623

　業務収入 5,488,765

　　税収等収入 4,461,253

　　国県等補助金収入 540,729

　　使用料及び手数料収入 350,424

　　その他の収入 136,359

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 442,196

業務活動収支 1,309,569

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,548,231

　　公共施設等整備費支出 1,230,953

　　基金積立金支出 317,278

　　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 △1,103,805

【財務活動収支】

　財務活動支出 390,957

　　地方債等償還支出 390,957

　　その他の支出 -

　財務活動収入 -

　　地方債等発行収入 -

　　その他の収入 -

財務活動収支 △390,957

本年度資金収支額 △185,193

前年度末資金残高 444,990

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 259,797

前年度末歳計外現金残高 47,311

本年度歳計外現金増減額 45,592

本年度末歳計外現金残高 92,903

本年度末現金預金残高 352,700


