
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 52,314,899   固定負債 14,434,161

    有形固定資産 46,969,694     地方債 12,673,666

      事業用資産 21,911,574     長期未払金 -

        土地 12,653,589     退職手当引当金 1,760,495

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,326,267     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,560,669   流動負債 1,677,043

        工作物 1,218,815     １年内償還予定地方債 1,244,533

        工作物減価償却累計額 -794,143     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 151,126

        航空機 -     預り金 281,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 252

        その他 - 負債合計 16,111,204

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,714   固定資産等形成分 58,719,485

      インフラ資産 24,893,819   余剰分（不足分） -15,252,250

        土地 12,789,247

        建物 2,973,392

        建物減価償却累計額 -1,852,772

        工作物 40,314,511

        工作物減価償却累計額 -29,377,189

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,630

      物品 796,753

      物品減価償却累計額 -632,452

    無形固定資産 40,281

      ソフトウェア 40,281

      その他 -

    投資その他の資産 5,304,924

      投資及び出資金 34,650

        有価証券 804

        出資金 33,846

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 241,676

      長期貸付金 1,321,969

      基金 3,717,861

        減債基金 -

        その他 3,717,861

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,231

  流動資産 7,263,541

    現金預金 799,647

    未収金 63,258

    短期貸付金 122,840

    基金 6,281,747

      財政調整基金 6,146,222

      減債基金 135,525

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,951 純資産合計 43,467,235

資産合計 59,578,439 負債及び純資産合計 59,578,439

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 12,372,354

    その他 496

  臨時利益 1,300

    資産売却益 1,300

    資産除売却損 105,323

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 12,222,660

  臨時損失 150,994

    災害復旧事業費 45,174

  経常収益 577,822

    使用料及び手数料 103,800

    その他 474,022

      社会保障給付 2,331,520

      他会計への繰出金 2,254,769

      その他 13,700

        その他 66,700

    移転費用 6,898,776

      補助金等 2,298,786

      その他の業務費用 177,252

        支払利息 104,749

        徴収不能引当金繰入額 5,803

        維持補修費 409,066

        減価償却費 1,111,721

        その他 10,371

        その他 564,033

      物件費等 3,365,704

        物件費 1,834,546

        職員給与費 1,643,590

        賞与等引当金繰入額 151,126

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 12,800,482

    業務費用 5,901,706

      人件費 2,358,750

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 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 43,348,176 58,359,701 -15,011,526

  純行政コスト（△） -12,372,354 -12,372,354

  財源 12,380,200 12,380,200

    税収等 9,990,833 9,990,833

    国県等補助金 2,389,367 2,389,367

  本年度差額 7,846 7,846

  固定資産等の変動（内部変動） -274,673 274,673

    有形固定資産等の増加 538,438 -538,438

    有形固定資産等の減少 -1,217,044 1,217,044

    貸付金・基金等の増加 1,263,233 -1,263,233

    貸付金・基金等の減少 -859,299 859,299

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 111,214 111,214

  その他 - 523,244 -523,244

  本年度純資産変動額 119,060 359,784 -240,724

本年度末純資産残高 43,467,235 58,719,485 -15,252,250

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 277,884

本年度歳計外現金増減額 3,249

本年度末歳計外現金残高 281,133

本年度末現金預金残高 799,647

    その他の収入 -

財務活動収支 207,330

本年度資金収支額 -58,302

前年度末資金残高 576,817

本年度末資金残高 518,515

  財務活動支出 1,448,671

    地方債償還支出 1,448,671

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,656,001

    地方債発行収入 1,656,001

    貸付金元金回収収入 122,164

    資産売却収入 1,300

    その他の収入 37,635

投資活動収支 -1,039,776

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,291,895

    国県等補助金収入 385,315

    基金取崩収入 745,481

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,331,671

    公共施設等整備費支出 538,438

    基金積立金支出 793,233

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 45,174

    災害復旧事業費支出 45,174

    その他の支出 -

  臨時収入 19,272

業務活動収支 774,143

  業務収入 12,324,708

    税収等収入 9,831,776

    国県等補助金収入 2,097,787

    使用料及び手数料収入 103,478

    その他の収入 291,666

    移転費用支出 6,898,776

      補助金等支出 2,298,786

      社会保障給付支出 2,331,520

      他会計への繰出支出 2,254,769

      その他の支出 13,700

    業務費用支出 4,625,886

      人件費支出 2,207,624

      物件費等支出 2,255,866

      支払利息支出 104,749

      その他の支出 57,648

資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,524,662


