
平成29年度決算財務書類（全体）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 214,996,683 ※ 固定負債 40,295,331

有形固定資産 194,073,107 ※ 地方債等 34,921,146
事業用資産 115,573,623 ※ 長期未払金 65,510

土地 74,160,792 退職手当引当金 5,085,026
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 223,649
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 4,769,609 ※

建物 96,986,934 1年内償還予定地方債等 3,441,187
建物減価償却累計額 △ 57,909,709 未払金 503,668
建物減損損失累計額 - 未払費用 -
工作物 8,501,598 前受金 47,879
工作物減価償却累計額 △ 7,161,296 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 412,157
船舶 - 預り金 333,541
船舶減価償却累計額 - その他 31,175
船舶減損損失累計額 - 45,064,940
浮標等 - 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 - 固定資産等形成分 220,690,491
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 38,680,320
航空機 -
航空機減価償却累計額 -
航空機減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 995,303

インフラ資産 76,183,332 ※

土地 23,802,076
土地減損損失累計額 -
建物 2,055,725
建物減価償却累計額 △ 546,060
建物減損損失累計額 -
工作物 131,982,460
工作物減価償却累計額 △ 81,361,927
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 251,057

物品 8,761,579
物品減価償却累計額 △ 6,445,427
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 315,612
ソフトウェア 309,301
その他 6,311

投資その他の資産 20,607,963 ※

投資及び出資金 736,825 ※

有価証券 109,423
出資金 627,403
その他 -

投資損失引当金 △ 7,500
長期延滞債権 454,404
長期貸付金 24,251
基金 19,270,625

減債基金 4,857,222
その他 14,413,403

その他 166,895
徴収不能引当金 △ 37,537

流動資産 12,078,428
現金預金 5,686,057
未収金 711,736
短期貸付金 2,134
基金 5,691,674

財政調整基金 5,313,604
減債基金 378,070

棚卸資産 4,140
その他 -
徴収不能引当金 △ 17,313

繰延資産 - 182,010,171

227,075,111 227,075,111

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 55,593,886 ※

業務費用 23,290,731
人件費 6,649,852

職員給与費 5,194,163
賞与等引当金繰入額 408,261
退職手当引当金繰入額 427,547
その他 619,881

物件費等 15,702,425
物件費 10,233,013
維持補修費 67,846
減価償却費 5,387,248
その他 14,318

その他の業務費用 938,454
支払利息 310,313
徴収不能引当金繰入額 38,687
その他 589,454

移転費用 32,303,155 ※

補助金等 25,270,632
社会保障給付 6,215,175
他会計への繰出金 807,578
その他 9,771

経常収益 4,611,541
使用料及び手数料 3,349,860
その他 1,261,681

純経常行政コスト 50,982,345
臨時損失 12,266 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 11,991
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 274

臨時利益 81,519
資産売却益 80,299
その他 1,220

純行政コスト 50,913,092

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 182,420,596 222,595,399 △ 40,174,803

純行政コスト（△） △ 50,913,092 △ 50,913,092

財源 50,942,856 50,942,856

税収等 38,364,856 38,364,856

国県等補助金 12,578,000 12,578,000

本年度差額 29,764 29,764

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,474,987 1,474,987

有形固定資産等の増加 3,384,012 △ 3,384,012

有形固定資産等の減少 △ 5,372,523 5,372,523

貸付金・基金等の増加 4,479,953 △ 4,479,953

貸付金・基金等の減少 △ 3,966,429 3,966,429

資産評価差額 13,021 13,021

無償所管換等 △ 442,943 △ 442,943

その他 △ 10,268 - △ 10,268

本年度純資産変動額 △ 410,425 ※ △ 1,904,908 ※ 1,494,483

本年度末純資産残高 182,010,171 220,690,491 △ 38,680,320

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 50,206,896 ※

業務費用支出 17,894,130
人件費支出 6,793,280
物件費等支出 10,307,557
支払利息支出 310,313
その他の支出 482,980

移転費用支出 32,312,766 ※

補助金等支出 25,280,243
社会保障給付支出 6,215,175
他会計への繰出支出 807,578
その他の支出 9,771

業務収入 54,774,757
税収等収入 38,168,017
国県等補助金収入 12,018,544
使用料及び手数料収入 3,338,328
その他の収入 1,249,868

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 4,567,862 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 6,446,217 ※

公共施設等整備費支出 3,236,917
基金積立金支出 3,138,491
投資及び出資金支出 1,000
貸付金支出 66,600
その他の支出 3,208

投資活動収入 3,334,200 ※

国県等補助金収入 532,833
基金取崩収入 2,317,231
貸付金元金回収収入 68,437
資産売却収入 252,638
その他の収入 163,060

投資活動収支 △ 3,112,017
【財務活動収支】

財務活動支出 3,658,085 ※

地方債償還支出 3,656,262
その他の支出 1,824

財務活動収入 2,489,671
地方債発行収入 2,488,900
その他の収入 771

財務活動収支 △ 1,168,414
287,430 ※

5,065,086
5,352,515 ※

前年度末歳計外現金残高 372,120
本年度歳計外現金増減額 △ 38,579
本年度末歳計外現金残高 333,541
本年度末現金預金残高 5,686,057 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


