
【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) P.　　
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 40,038,195 　固定負債 7,727,005
　　有形固定資産 37,752,304 　　地方債 5,861,474
　　　事業用資産 31,222,295 　　長期未払金 -
　　　　土地 23,659,873 　　退職手当引当金 1,390,690
　　　　立木竹 17,528 　　損失補償等引当金 474,841
　　　　建物 15,649,296 　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △8,676,568 　流動負債 741,528
　　　　工作物 2,535,051 　　1年内償還予定地方債 625,808
　　　　工作物減価償却累計額 △1,962,885 　　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 64,287
　　　　航空機 - 　　預り金 51,434
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 8,468,533
　　　　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 43,084,353
　　　インフラ資産 5,981,640 　余剰分(不足分) △8,334,197
　　　　土地 3,545,801
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 △3,450
　　　　工作物 13,158,868
　　　　工作物減価償却累計額 △10,823,062
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 15,300
　　　物品 827,206
　　　物品減価償却累計額 △278,837
　　無形固定資産 1,736
　　　ソフトウェア 1,439
　　　その他 297
　　投資その他の資産 2,284,155
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 220,530
　　　長期貸付金 -
　　　基金 1,887,114
　　　　減債基金 -
　　　　その他 1,887,114
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △8,743
　流動資産 3,180,494
　　現金預金 118,871
　　未収金 15,920
　　短期貸付金 50
　　基金 3,046,109
　　　財政調整基金 2,325,573
　　　減債基金 720,536
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △455 純資産合計 34,750,156

資産合計 43,218,689 負債及び純資産合計 43,218,689
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【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) P.　　
科目 金額

　経常費用 5,418,782
　　業務費用 3,001,226
　　　人件費 1,090,164
　　　　職員給与費 929,700
　　　　賞与等引当金繰入額 64,287
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 96,177
　　　物件費等 1,835,570
　　　　物件費 1,280,150
　　　　維持補修費 53,706
　　　　減価償却費 501,714
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 75,492
　　　　支払利息 50,809
　　　　徴収不能引当金繰入額 9,199
　　　　その他 15,484
　　移転費用 2,417,556
　　　補助金等 1,145,095
　　　社会保障給付 656,139
　　　他会計への繰出金 599,225
　　　その他 17,096
　経常収益 505,973
　　使用料及び手数料 93,172
　　その他 412,801
純経常行政コスト △4,912,808
　臨時損失 9,674
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 9,674
　　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 94,290
　　資産売却益 94,290
　　その他 -
純行政コスト △4,828,193
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【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) P.　　

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 34,430,167 42,890,507 △8,460,340
　純行政コスト(△) △4,828,193 △4,828,193
　財源 5,148,182 5,148,182
　　税収等 4,253,416 4,253,416
　　国県等補助金 894,766 894,766
　本年度差額 319,989 319,989
　固定資産等の変動（内部変動） 193,847 △193,847
　　有形固定資産等の増加 818,263 △818,263
　　有形固定資産等の減少 △536,361 536,361
　　貸付金・基金等の増加 727,713 △727,713
　　貸付金・基金等の減少 △815,768 815,768
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 319,989 193,847 126,143
本年度末純資産残高 34,750,156 43,084,353 △8,334,197
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【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) P.　　
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 4,904,272
　　業務費用支出 2,486,716
　　　人件費支出 1,087,664
　　　物件費等支出 1,333,856
　　　支払利息支出 50,809
　　　その他の支出 14,387
　　移転費用支出 2,417,556
　　　補助金等支出 1,145,095
　　　社会保障給付支出 656,139
　　　他会計への繰出支出 599,225
　　　その他の支出 17,096
　業務収入 5,317,751
　　税収等収入 4,258,018
　　国県等補助金収入 791,734
　　使用料及び手数料収入 93,467
　　その他の収入 174,531
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 413,479
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,523,078
　　公共施設等整備費支出 818,263
　　基金積立金支出 349,572
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,243
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,001,064
　　国県等補助金収入 103,032
　　基金取崩収入 422,025
　　貸付金元金回収収入 356,744
　　資産売却収入 119,263
　　その他の収入 -
投資活動収支 △522,014
【財務活動収支】
　財務活動支出 633,032
　　地方債償還支出 633,032
　　その他の支出 -
　財務活動収入 711,602
　　地方債発行収入 711,602
　　その他の収入 -
財務活動収支 78,570
本年度資金収支額 △29,965
前年度末資金残高 97,403
本年度末資金残高 67,437

前年度末歳計外現金残高 60,597
本年度歳計外現金増減額 △9,164
本年度末歳計外現金残高 51,434
本年度末現金預金残高 118,871
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