
【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) P.　　
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 49,447,062 　固定負債 13,998,341
　　有形固定資産 46,330,166 　　地方債等 11,900,523
　　　事業用資産 33,528,064 　　長期未払金 -
　　　　土地 23,970,304 　　退職手当引当金 1,479,744
　　　　立木竹 22,773 　　損失補償等引当金 474,841
　　　　建物 17,138,037 　　その他 1,077
　　　　建物減価償却累計額 △9,340,941 　流動負債 1,194,946
　　　　工作物 3,582,953 　　1年内償還予定地方債等 945,058
　　　　工作物減価償却累計額 △2,696,590 　　未払金 5,282
　　　　船舶 - 　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 - 　　前受金 8,264
　　　　浮標等 - 　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 - 　　賞与等引当金 95,708
　　　　航空機 - 　　預り金 60,063
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 80,571
　　　　その他 - 負債合計 15,193,287
　　　　その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 851,527 　固定資産等形成分 53,346,351
　　　インフラ資産 12,185,139 　余剰分(不足分) △14,372,110
　　　　土地 3,545,801 　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,239
　　　　建物減価償却累計額 △3,486
　　　　工作物 21,975,592
　　　　工作物減価償却累計額 △13,622,658
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 201,651
　　　物品 1,064,910
　　　物品減価償却累計額 △447,947
　　無形固定資産 2,848
　　　ソフトウェア 2,310
　　　その他 538
　　投資その他の資産 3,114,049
　　　投資及び出資金 53,837
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 53,837
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 299,130
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,763,051
　　　　減債基金 139,287
　　　　その他 2,623,765
　　　その他 9,558
　　　徴収不能引当金 △11,528
　流動資産 4,720,465
　　現金預金 567,843
　　未収金 34,489
　　短期貸付金 65
　　基金 3,260,546
　　　財政調整基金 2,540,010
　　　減債基金 720,536
　　棚卸資産 828,435
　　その他 29,564
　　徴収不能引当金 △478
　繰延資産 - 純資産合計 38,974,240

資産合計 54,167,527 負債及び純資産合計 54,167,527
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【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) P.　　
科目 金額

　経常費用 10,526,926
　　業務費用 4,368,270
　　　人件費 1,505,978
　　　　職員給与費 1,213,861
　　　　賞与等引当金繰入額 95,569
　　　　退職手当引当金繰入額 95,243
　　　　その他 101,304
　　　物件費等 2,613,611
　　　　物件費 1,475,105
　　　　維持補修費 71,306
　　　　減価償却費 728,113
　　　　その他 339,087
　　　その他の業務費用 248,681
　　　　支払利息 133,730
　　　　徴収不能引当金繰入額 11,452
　　　　その他 103,499
　　移転費用 6,158,656
　　　補助金等 3,340,351
　　　社会保障給付 2,760,162
　　　その他 58,143
　経常収益 962,218
　　使用料及び手数料 285,442
　　その他 676,776
純経常行政コスト △9,564,708
　臨時損失 16,325
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 14,304
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 2,021
　臨時利益 96,011
　　資産売却益 94,290
　　その他 1,721
純行政コスト △9,485,021
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【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) P.　　

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 37,110,722 50,828,942 △13,718,220 -
　純行政コスト(△) △9,485,021 △9,485,021 -
　財源 10,545,886 10,545,886 -
　　税収等 7,284,269 7,284,269 -
　　国県等補助金 3,261,617 3,261,617 -
　本年度差額 1,060,865 1,060,865 -
　固定資産等の変動（内部変動） 838,500 △838,500
　　有形固定資産等の増加 1,877,312 △1,877,312
　　有形固定資産等の減少 △1,013,064 1,013,064
　　貸付金・基金等の増加 834,945 △834,945
　　貸付金・基金等の減少 △860,693 860,693
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 631 631
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 802,022 1,678,277 △876,255
　本年度純資産変動額 1,863,518 2,517,408 △653,890 -
本年度末純資産残高 38,974,240 53,346,351 △14,372,110 -
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【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) P.　　
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 9,531,724
　　業務費用支出 3,282,383
　　　人件費支出 1,410,175
　　　物件費等支出 1,559,426
　　　支払利息支出 133,730
　　　その他の支出 179,051
　　移転費用支出 6,249,341
　　　補助金等支出 3,344,570
　　　社会保障給付支出 2,760,162
　　　その他の支出 144,609
　業務収入 10,753,605
　　税収等収入 7,292,864
　　国県等補助金収入 2,758,001
　　使用料及び手数料収入 283,106
　　その他の収入 419,634
　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 1,221,881
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,672,694
　　公共施設等整備費支出 1,876,541
　　基金積立金支出 437,597
　　投資及び出資金支出 3,287
　　貸付金支出 355,249
　　その他の支出 21
　投資活動収入 1,446,370
　　国県等補助金収入 513,237
　　基金取崩収入 443,409
　　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 13,716
投資活動収支 △1,226,324
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,959,465
　　地方債等償還支出 1,957,082
　　その他の支出 2,383
　財務活動収入 1,992,335
　　地方債等発行収入 1,992,635
　　その他の収入 △300
財務活動収支 32,870
本年度資金収支額 28,427
前年度末資金残高 396,168
比例連結割合変更に伴う差額 88,640
本年度末資金残高 513,236

前年度末歳計外現金残高 54,694
本年度歳計外現金増減額 △87
本年度末歳計外現金残高 54,607
本年度末現金預金残高 567,843
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