
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
平成29年度

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 36,080,880 　固定負債 6,835,136
　　有形固定資産 29,487,795 　　地方債 5,249,599
　　　事業用資産 8,224,097 　　長期未払金 182,304
　　　　土地 2,708,672 　　退職手当引当金 1,335,071
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 13,916,086 　　その他 18,661
　　　　建物減価償却累計額 △8,657,829 　流動負債 666,809
　　　　工作物 454,198 　　1年内償還予定地方債 533,211
　　　　工作物減価償却累計額 △233,730 　　未払金 54,492
　　　　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 65,259
　　　　航空機 - 　　預り金 13,847
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 7,501,945
　　　　その他減価償却累計額 △192,510 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 37,322,266
　　　インフラ資産 21,196,098 　余剰分(不足分) △6,609,697
　　　　土地 24
　　　　建物 142,258
　　　　建物減価償却累計額 △64,274
　　　　工作物 48,384,944
　　　　工作物減価償却累計額 △27,266,854
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 546,606
　　　物品減価償却累計額 △479,007
　　無形固定資産 3,974
　　　ソフトウェア 3,974
　　　その他 -
　　投資その他の資産 6,589,112
　　　投資及び出資金 414,197
　　　　有価証券 2,500
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 7,422
　　　長期貸付金 4,271,480
　　　基金 1,897,301
　　　　減債基金 575,034
　　　　その他 1,322,268
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △1,289
　流動資産 2,133,633
　　現金預金 374,272
　　未収金 16,510
　　短期貸付金 40,000
　　基金 1,702,877
　　　財政調整基金 1,702,191
　　　減債基金 686
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △26 純資産合計 30,712,569

資産合計 38,214,514 負債及び純資産合計 38,214,514



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
平成29年度

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 7,009,464
　　業務費用 4,147,250
　　　人件費 1,058,853
　　　　職員給与費 900,860
　　　　賞与等引当金繰入額 65,259
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 92,735
　　　物件費等 2,975,715
　　　　物件費 1,480,993
　　　　維持補修費 200,749
　　　　減価償却費 1,293,972
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 112,682
　　　　支払利息 46,333
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,685
　　　　その他 64,664
　　移転費用 2,862,213
　　　補助金等 2,143,681
　　　社会保障給付 551,287
　　　他会計への繰出金 162,941
　　　その他 4,305
　経常収益 315,356
　　使用料及び手数料 98,179
　　その他 217,177
純経常行政コスト 6,694,108
　臨時損失 26,693
　　災害復旧事業費 37,643
　　資産除売却損 △10,950
　　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 73,813
　　資産売却益 73,812
　　その他 2
純行政コスト 6,646,987



一般会計等 一般会計 【様式第3号】
平成29年度

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 31,172,566 38,228,444 △7,055,877
　純行政コスト(△) △6,646,987 △6,646,987
　財源 6,003,499 6,003,499
　　税収等 5,146,824 5,146,824
　　国県等補助金 856,674 856,674
　本年度差額 △643,488 △643,488
　固定資産等の変動（内部変動） △1,089,669 1,089,669
　　有形固定資産等の増加 208,553 △208,553
　　有形固定資産等の減少 △1,298,222 1,298,222
　　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 183,491 183,491
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △459,997 △906,178 446,180
本年度末純資産残高 30,712,569 37,322,266 △6,609,697



一般会計等 一般会計 【様式第4号】
平成29年度

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 5,787,885
　　業務費用支出 2,870,613
　　　人件費支出 1,077,873
　　　物件費等支出 1,690,687
　　　支払利息支出 46,333
　　　その他の支出 55,720
　　移転費用支出 2,917,272
　　　補助金等支出 2,198,740
　　　社会保障給付支出 551,287
　　　他会計への繰出支出 162,941
　　　その他の支出 4,305
　業務収入 6,191,932
　　税収等収入 5,138,330
　　国県等補助金収入 738,284
　　使用料及び手数料収入 98,179
　　その他の収入 217,139
　臨時支出 37,643
　　災害復旧事業費支出 37,643
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 366,405
【投資活動収支】
　投資活動支出 891,874
　　公共施設等整備費支出 212,897
　　基金積立金支出 418,977
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 613,569
　　国県等補助金収入 118,390
　　基金取崩収入 156,877
　　貸付金元金回収収入 250,000
　　資産売却収入 88,302
　　その他の収入 -
投資活動収支 △278,305
【財務活動収支】
　財務活動支出 548,999
　　地方債償還支出 548,999
　　その他の支出 -
　財務活動収入 344,600
　　地方債発行収入 344,600
　　その他の収入 -
財務活動収支 △204,399
本年度資金収支額 △116,300
前年度末資金残高 476,725
本年度末資金残高 360,425

前年度末歳計外現金残高 13,693
本年度歳計外現金増減額 154
本年度末歳計外現金残高 13,847
本年度末現金預金残高 374,272



【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 57,132,409　固定負債 22,251,290
　　有形固定資産 52,628,816　　地方債等 11,261,227
　　　事業用資産 9,627,459　　長期未払金 182,304
　　　　土地 2,708,672　　退職手当引当金 1,335,071
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 15,304,783　　その他 9,423,188
　　　　建物減価償却累計額 △9,375,932　流動負債 1,513,277
　　　　工作物 7,714,880　　1年内償還予定地方債等 1,290,249
　　　　工作物減価償却累計額 △6,761,645　　未払金 128,954
　　　　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 72,851
　　　　航空機 -　　預り金 13,847
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 7,376
　　　　その他 229,211 負債合計 23,764,567
　　　　その他減価償却累計額 △192,510【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 63,692,491
　　　インフラ資産 42,056,865　余剰分(不足分) △25,018,248
　　　　土地 295,346　他団体出資等分 -
　　　　建物 1,342,032
　　　　建物減価償却累計額 △678,857
　　　　工作物 81,416,759
　　　　工作物減価償却累計額 △40,359,336
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 40,920
　　　物品 4,795,942
　　　物品減価償却累計額 △3,851,450
　　無形固定資産 381,617
　　　ソフトウェア 5,537
　　　その他 376,079
　　投資その他の資産 4,121,976
　　　投資及び出資金 813,515
　　　　有価証券 401,818
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 11,143
　　　長期貸付金 1,400,000
　　　基金 1,899,701
　　　　減債基金 575,034
　　　　その他 1,324,668
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △2,384
　流動資産 5,306,401
　　現金預金 3,221,516
　　未収金 203,313
　　短期貸付金 -
　　基金 1,779,415
　　　財政調整基金 1,778,729
　　　減債基金 686
　　棚卸資産 2,112
　　その他 100,168
　　徴収不能引当金 △124
　繰延資産 - 純資産合計 38,674,242

資産合計 62,438,810 負債及び純資産合計 62,438,810



【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 9,753,944
　　業務費用 5,828,672
　　　人件費 1,145,306
　　　　職員給与費 981,477
　　　　賞与等引当金繰入額 71,040
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 92,788
　　　物件費等 4,251,167
　　　　物件費 1,742,876
　　　　維持補修費 226,483
　　　　減価償却費 2,281,807
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 432,199
　　　　支払利息 236,308
　　　　徴収不能引当金繰入額 2,317
　　　　その他 193,574
　　移転費用 3,925,273
　　　補助金等 3,365,607
　　　社会保障給付 551,287
　　　その他 8,379
　経常収益 1,481,239
　　使用料及び手数料 1,125,089
　　その他 356,150
純経常行政コスト 8,272,705
　臨時損失 26,693
　　災害復旧事業費 37,643
　　資産除売却損 △10,950
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 76,162
　　資産売却益 73,812
　　その他 2,350
純行政コスト 8,223,236



【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 38,747,905 63,329,283 △24,581,378 -
　純行政コスト(△) △8,223,236 △8,223,236 -
　財源 7,970,955 7,970,955 -
　　税収等 6,729,782 6,729,782 -
　　国県等補助金 1,241,173 1,241,173 -
　本年度差額 △252,281 △252,281 -
　固定資産等の変動（内部変動） 184,588 △184,588
　　有形固定資産等の増加 539,412 △539,412
　　有形固定資産等の減少 △471,968 471,968
　　貸付金・基金等の増加 100,144 △100,144
　　貸付金・基金等の減少 17,000 △17,000
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 178,619 178,619
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 - - - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △73,662 363,207 △436,870 -
本年度末純資産残高 38,674,242 63,692,491 △25,018,248 -



【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 8,400,438
　　業務費用支出 4,420,107
　　　人件費支出 1,164,326
　　　物件費等支出 2,834,646
　　　支払利息支出 236,308
　　　その他の支出 184,828
　　移転費用支出 3,980,331
　　　補助金等支出 3,420,666
　　　社会保障給付支出 551,287
　　　その他の支出 8,379
　業務収入 9,875,963
　　税収等収入 6,723,146
　　国県等補助金収入 1,122,783
　　使用料及び手数料収入 1,125,089
　　その他の収入 904,945
　臨時支出 37,643
　　災害復旧事業費支出 37,643
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,437,882
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,152,142
　　公共施設等整備費支出 262,599
　　基金積立金支出 444,179
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 185,364
　投資活動収入 830,849
　　国県等補助金収入 138,580
　　基金取崩収入 176,877
　　貸付金元金回収収入 210,000
　　資産売却収入 286,774
　　その他の収入 18,618
投資活動収支 △321,293
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,405,749
　　地方債等償還支出 1,405,749
　　その他の支出 -
　財務活動収入 461,600
　　地方債等発行収入 461,600
　　その他の収入 -
財務活動収支 △944,149
本年度資金収支額 172,440
前年度末資金残高 3,035,229
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 3,207,669

前年度末歳計外現金残高 13,693
本年度歳計外現金増減額 154
本年度末歳計外現金残高 13,847
本年度末現金預金残高 3,221,516



【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)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 58,326,038　固定負債 24,296,069
　　有形固定資産 53,624,775　　地方債等 13,056,660
　　　事業用資産 9,984,580　　長期未払金 182,304
　　　　土地 2,728,484　　退職手当引当金 1,394,904
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 49,500
　　　　建物 17,296,528　　その他 9,612,701
　　　　建物減価償却累計額 △11,120,079　流動負債 1,737,938
　　　　工作物 7,910,045　　1年内償還予定地方債等 1,369,009
　　　　工作物減価償却累計額 △6,905,696　　未払金 249,112
　　　　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 594
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 84,784
　　　　航空機 -　　預り金 27,033
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 7,406
　　　　その他 294,200 負債合計 26,034,007
　　　　その他減価償却累計額 △218,901【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 64,373,685
　　　インフラ資産 42,056,865　余剰分(不足分) △25,849,922
　　　　土地 295,346　他団体出資等分 1,500
　　　　建物 1,342,032
　　　　建物減価償却累計額 △678,857
　　　　工作物 81,416,759
　　　　工作物減価償却累計額 △40,359,336
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 40,920
　　　物品 5,944,753
　　　物品減価償却累計額 △4,361,422
　　無形固定資産 473,769
　　　ソフトウェア 7,355
　　　その他 466,414
　　投資その他の資産 4,227,494
　　　投資及び出資金 590,876
　　　　有価証券 447,887
　　　　出資金 142,989
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 13,869
　　　長期貸付金 1,260,000
　　　基金 2,184,743
　　　　減債基金 575,034
　　　　その他 1,609,710
　　　その他 181,757
　　　徴収不能引当金 △3,751
　流動資産 6,011,905
　　現金預金 3,766,921
　　未収金 257,351
　　短期貸付金 -
　　基金 1,869,301
　　　財政調整基金 1,868,615
　　　減債基金 686
　　棚卸資産 18,179
　　その他 100,276
　　徴収不能引当金 △124
　繰延資産 221,327 純資産合計 38,525,263

資産合計 64,559,271 負債及び純資産合計 64,559,271



【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)
科目 金額

　経常費用 14,153,412
　　業務費用 7,964,832
　　　人件費 1,745,105
　　　　職員給与費 1,458,423
　　　　賞与等引当金繰入額 82,973
　　　　退職手当引当金繰入額 103,303
　　　　その他 100,405
　　　物件費等 5,635,366
　　　　物件費 2,770,531
　　　　維持補修費 277,667
　　　　減価償却費 2,398,473
　　　　その他 188,696
　　　その他の業務費用 584,360
　　　　支払利息 250,145
　　　　徴収不能引当金繰入額 2,082
　　　　その他 332,133
　　移転費用 6,188,581
　　　補助金等 3,692,302
　　　社会保障給付 2,487,641
　　　その他 8,638
　経常収益 3,725,470
　　使用料及び手数料 1,154,458
　　その他 2,571,012
純経常行政コスト 10,427,942
　臨時損失 26,693
　　災害復旧事業費 37,643
　　資産除売却損 △10,950
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 76,195
　　資産売却益 73,845
　　その他 2,350
純行政コスト 10,378,440



【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)

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 38,569,604 64,003,954 △25,435,850 1,500
　純行政コスト(△) △10,378,440 △10,378,440 -
　財源 10,157,428 10,157,428 -
　　税収等 7,512,168 7,512,168 -
　　国県等補助金 2,645,260 2,645,260 -
　本年度差額 △221,012 △221,012 -
　固定資産等の変動（内部変動） 183,370 △183,370
　　有形固定資産等の増加 542,689 △542,689
　　有形固定資産等の減少 △507,910 507,910
　　貸付金・基金等の増加 144,288 △144,288
　　貸付金・基金等の減少 4,302 △4,302
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 178,619 178,619
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 △1,947 △5,875 3,928 -
　その他 - 13,617 △13,617
　本年度純資産変動額 △44,341 369,731 △414,071 -
本年度末純資産残高 38,525,263 64,373,685 △25,849,922 1,500



【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)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出
　　業務費用支出
　　　人件費支出
　　　物件費等支出
　　　支払利息支出
　　　その他の支出
　　移転費用支出
　　　補助金等支出
　　　社会保障給付支出
　　　その他の支出
　業務収入
　　税収等収入
　　国県等補助金収入
　　使用料及び手数料収入
　　その他の収入
　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
【投資活動収支】
　投資活動支出
　　公共施設等整備費支出
　　基金積立金支出
　　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
　　国県等補助金収入
　　基金取崩収入
　　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
【財務活動収支】
　財務活動支出
　　地方債等償還支出
　　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
本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高
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