
【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)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 44,063,577　固定負債 9,185,228
　　有形固定資産 41,313,032　　地方債 8,540,676
　　　事業用資産 23,095,091　　長期未払金 -
　　　　土地 6,888,633　　退職手当引当金 644,552
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 27,305,676　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △12,479,369　流動負債 1,655,452
　　　　工作物 2,043,516　　1年内償還予定地方債 738,924
　　　　工作物減価償却累計額 △1,002,266　　未払金 160
　　　　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 123,942
　　　　航空機 -　　預り金 59,573
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 732,852
　　　　その他 - 負債合計 10,840,680
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 338,900　固定資産等形成分 44,792,081
　　　インフラ資産 17,532,640　余剰分(不足分) △10,324,191
　　　　土地 539,890
　　　　建物 2,131,401
　　　　建物減価償却累計額 △1,489,738
　　　　工作物 27,999,864
　　　　工作物減価償却累計額 △11,648,776
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 812,075
　　　物品減価償却累計額 △126,773
　　無形固定資産 51,249
　　　ソフトウェア 51,249
　　　その他 -
　　投資その他の資産 2,699,296
　　　投資及び出資金 539,874
　　　　有価証券 510,294
　　　　出資金 -
　　　　その他 29,580
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 -
　　　長期貸付金 131,971
　　　基金 2,027,451
　　　　減債基金 277,466
　　　　その他 1,749,985
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 -
　流動資産 1,244,993
　　現金預金 102,686
　　未収金 432,374
　　短期貸付金 25,857
　　基金 702,647
　　　財政調整基金 572,647
　　　減債基金 130,000
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △18,571 純資産合計 34,467,890

資産合計 45,308,570 負債及び純資産合計 45,308,570



一般会計等貸借対照表

注記（以下に表示している合算金額の差異は、千円・百万円単位での四捨五入により発生する差異も含まれます。）

・有形固定資産の合算金額に差異が発生してます。

・事業用資産の合算金額に差異が発生してます。

・インフラ資産の合算金額に差異が発生してます。

・流動負債の合算金額に差異が発生してます。



【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)
科目 金額

　経常費用 7,573,165
　　業務費用 6,020,835
　　　人件費 1,296,186
　　　　職員給与費 1,172,301
　　　　賞与等引当金繰入額 72,138
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 51,747
　　　物件費等 4,634,136
　　　　物件費 3,168,788
　　　　維持補修費 50,852
　　　　減価償却費 1,411,529
　　　　その他 2,967
　　　その他の業務費用 90,513
　　　　支払利息 53,701
　　　　徴収不能引当金繰入額 5,683
　　　　その他 31,129
　　移転費用 1,552,330
　　　補助金等 599,719
　　　社会保障給付 315,372
　　　他会計への繰出金 487,394
　　　その他 149,845
　経常収益 478,598
　　使用料及び手数料 244,340
　　その他 234,258
純経常行政コスト 7,094,567
　臨時損失 -
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 -
　　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 12,160
　　資産売却益 12,160
　　その他 -
純行政コスト 7,082,407



【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)

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 33,752,124 43,778,036 △10,025,912
　純行政コスト(△) △7,082,407 △7,082,407
　財源 7,798,173 7,798,173
　　税収等 3,538,290 3,538,290
　　国県等補助金 4,259,884 4,259,884
　本年度差額 715,767 715,767
　固定資産等の変動（内部変動） 1,014,045 △1,014,045
　　有形固定資産等の増加 1,994,975 △1,994,975
　　有形固定資産等の減少 △1,411,529 1,411,529
　　貸付金・基金等の増加 840,991 △840,991
　　貸付金・基金等の減少 △410,391 410,391
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 715,767 1,014,045 △298,279
本年度末純資産残高 34,467,890 44,792,081 △10,324,191



一般会計等純資産変動計算書

注記（以下に表示している合算金額の差異は、千円・百万円単位での四捨五入により発生する差異も含まれます。）

・財源（合計）の合算金額に差異が発生してます。

・財源（余剰分 (不足分)）の合算金額に差異が発生してます。

・本年度差額（合計）の合算金額に差異が発生してます。

・本年度差額（余剰分 (不足分)）の合算金額に差異が発生してます。

・固定資産等の変動（内部変動）（固定資産等形成分）の合算金額に差異が発生してます。

・固定資産等の変動（内部変動）（余剰分 (不足分)）の合算金額に差異が発生してます。

・本年度純資産変動額（余剰分 (不足分)）の合算金額に差異が発生してます。

・本年度末純資産残高（合計）の合算金額に差異が発生してます。



【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)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 6,140,298
　　業務費用支出 4,587,968
　　　人件費支出 1,280,531
　　　物件費等支出 3,230,041
　　　支払利息支出 53,701
　　　その他の支出 23,695
　　移転費用支出 1,552,330
　　　補助金等支出 599,719
　　　社会保障給付支出 315,372
　　　他会計への繰出支出 487,394
　　　その他の支出 149,845
　業務収入 7,055,753
　　税収等収入 3,544,713
　　国県等補助金収入 3,032,442
　　使用料及び手数料収入 244,340
　　その他の収入 234,258
　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 915,455
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,835,965
　　公共施設等整備費支出 1,994,975
　　基金積立金支出 816,655
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 24,336
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,649,993
　　国県等補助金収入 1,227,442
　　基金取崩収入 386,971
　　貸付金元金回収収入 23,420
　　資産売却収入 12,160
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,185,972
【財務活動収支】
　財務活動支出 722,769
　　地方債償還支出 722,769
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,006,484
　　地方債発行収入 1,006,484
　　その他の収入 -
財務活動収支 283,715
本年度資金収支額 13,197
前年度末資金残高 29,915
本年度末資金残高 43,113

前年度末歳計外現金残高 59,573
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 59,573
本年度末現金預金残高 102,686



一般会計等資金収支計算書

注記（以下に表示している合算金額の差異は、千円・百万円単位での四捨五入により発生する差異も含まれます。）

・投資活動支出の合算金額に差異が発生してます。

・本年度資金収支額の合算金額に差異が発生してます。

・本年度末資金残高の合算金額に差異が発生してます。


