
【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) P.　　
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 46,648,569 　固定負債 12,627,590
　　有形固定資産 43,954,422 　　地方債等 10,762,059
　　　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 1,032,545
　　　　工作物 2,535,051 　　1年内償還予定地方債等 915,227
　　　　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 65,884
　　　　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 13,660,135
　　　　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 49,694,728
　　　インフラ資産 12,183,758 　余剰分(不足分) △13,396,371
　　　　土地 3,545,801 　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 △3,450
　　　　工作物 21,263,979
　　　　工作物減価償却累計額 △12,912,405
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 201,651
　　　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 2,692,412
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 298,981
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,219,694
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,219,694
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △11,518
　流動資産 3,309,922
　　現金預金 235,825
　　未収金 28,417
　　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 △478
　繰延資産 - 純資産合計 36,298,357

資産合計 49,958,492 負債及び純資産合計 49,958,492
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【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) P.　　
科目 金額

　経常費用 8,506,686
　　業務費用 3,423,236
　　　人件費 1,116,753
　　　　職員給与費 954,303
　　　　賞与等引当金繰入額 65,884
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 96,566
　　　物件費等 2,100,965
　　　　物件費 1,377,755
　　　　維持補修費 54,764
　　　　減価償却費 668,445
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 205,519
　　　　支払利息 132,314
　　　　徴収不能引当金繰入額 11,442
　　　　その他 61,762
　　移転費用 5,083,449
　　　補助金等 4,369,419
　　　社会保障給付 656,139
　　　その他 57,891
　経常収益 673,083
　　使用料及び手数料 242,563
　　その他 430,520
純経常行政コスト △7,833,603
　臨時損失 9,674
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 9,674
　　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 △7,748,987
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【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) 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 35,696,720 49,365,035 △13,668,315 -
　純行政コスト(△) △7,748,987 △7,748,987 -
　財源 8,350,624 8,350,624 -
　　税収等 6,422,674 6,422,674 -
　　国県等補助金 1,927,950 1,927,950 -
　本年度差額 601,637 601,637 -
　固定資産等の変動（内部変動） 329,693 △329,693
　　有形固定資産等の増加 1,089,398 △1,089,398
　　有形固定資産等の減少 △703,093 703,093
　　貸付金・基金等の増加 784,024 △784,024
　　貸付金・基金等の減少 △840,636 840,636
　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 601,637 329,693 271,944 -
本年度末純資産残高 36,298,357 49,694,728 △13,396,371 -
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【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) P.　　
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 7,819,343
　　業務費用支出 2,735,894
　　　人件費支出 1,114,309
　　　物件費等支出 1,432,519
　　　支払利息支出 132,314
　　　その他の支出 56,751
　　移転費用支出 5,083,449
　　　補助金等支出 4,369,419
　　　社会保障給付支出 656,139
　　　その他の支出 57,891
　業務収入 8,690,996
　　税収等収入 6,432,315
　　国県等補助金収入 1,824,918
　　使用料及び手数料収入 241,514
　　その他の収入 192,250
　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 871,653
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,833,243
　　公共施設等整備費支出 1,089,398
　　基金積立金支出 388,602
　　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 △832,179
【財務活動収支】
　財務活動支出 908,971
　　地方債等償還支出 908,971
　　その他の支出 -
　財務活動収入 888,802
　　地方債等発行収入 888,802
　　その他の収入 -
財務活動収支 △20,169
本年度資金収支額 19,306
前年度末資金残高 165,086
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 184,391

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 235,825
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