
【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 56,891,996   固定負債 15,808,739

    有形固定資産 50,862,725     地方債 13,247,141

      事業用資産 21,924,245     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 801,102

        建物減価償却累計額 -13,560,669   流動負債 2,038,994

        工作物 1,231,487     １年内償還予定地方債 1,446,247

        工作物減価償却累計額 -794,143     未払金 69,798

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,295

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 161,929

        航空機 -     預り金 336,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 593

        その他 - 負債合計 17,847,733

        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 63,443,876

      インフラ資産 28,600,945   余剰分（不足分） -14,748,188

        土地 12,994,080

        建物 3,226,197

        建物減価償却累計額 -1,931,845

        工作物 46,364,920

        工作物減価償却累計額 -32,099,037

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,630

      物品 1,454,591

      物品減価償却累計額 -1,117,056

    無形固定資産 48,886

      ソフトウェア 40,281

      その他 8,605

    投資その他の資産 5,980,385

      投資及び出資金 242,728

        有価証券 200,469

        出資金 42,260

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 415,153

      長期貸付金 1,379,119

      基金 3,966,246

        減債基金 -

        その他 3,966,246

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,861

  流動資産 9,651,424

    現金預金 2,835,013

    未収金 264,119

    短期貸付金 151,410

    基金 6,400,470

      財政調整基金 6,264,945

      減債基金 135,525

    棚卸資産 5,450

    その他 3,382

    徴収不能引当金 -8,419 純資産合計 48,695,688

資産合計 66,543,421 負債及び純資産合計 66,543,421

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 21,163,419

    業務費用 7,226,015

      人件費 2,462,823

        職員給与費 1,728,143

        賞与等引当金繰入額 159,372

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 575,308

      物件費等 4,529,958

        物件費 2,394,231

        維持補修費 890,656

        減価償却費 1,234,655

        その他 10,416

      その他の業務費用 233,234

        支払利息 128,548

        徴収不能引当金繰入額 12,114

        その他 92,572

    移転費用 13,937,404

      補助金等 4,324,685

      社会保障給付 8,618,996

      他会計への繰出金 980,000

      その他 13,723

  経常収益 1,182,917

    使用料及び手数料 637,209

    その他 545,708

純経常行政コスト 19,980,502

  臨時損失 157,146

    災害復旧事業費 45,174

    資産除売却損 111,475

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 20,136,322

    その他 496

  臨時利益 1,327

    資産売却益 1,327



【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 48,333,373 63,344,980 -15,011,607

  純行政コスト（△） -20,136,322 -20,136,322

  財源 20,398,152 20,398,152

    税収等 15,617,075 15,617,075

    国県等補助金 4,781,077 4,781,077

  本年度差額 261,830 261,830

  固定資産等の変動（内部変動） -525,238 525,238

    有形固定資産等の増加 556,926 -556,926

    有形固定資産等の減少 -1,346,130 1,346,130

    貸付金・基金等の増加 1,263,487 -1,263,487

    貸付金・基金等の減少 -999,520 999,520

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 199,778 199,778

  その他 -99,293 424,356 -523,649

  本年度純資産変動額 362,315 98,896 263,419

本年度末純資産残高 48,695,688 63,443,876 -14,748,188

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 19,784,077

    業務費用支出 5,846,673

      人件費支出 2,304,950

      物件費等支出 3,329,956

      支払利息支出 128,548

      その他の支出 83,219

    移転費用支出 13,937,404

      補助金等支出 4,324,685

      社会保障給付支出 8,618,996

      他会計への繰出支出 980,000

      その他の支出 13,723

  業務収入 20,953,910

    税収等収入 15,432,279

    国県等補助金収入 4,489,497

    使用料及び手数料収入 630,768

    その他の収入 401,367

  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 1,143,931

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,423,375

    公共施設等整備費支出 629,889

    基金積立金支出 793,424

    投資及び出資金支出 63

    貸付金支出 1,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,221,219

    国県等補助金収入 385,315

    基金取崩収入 745,481

    貸付金元金回収収入 150,734

    資産売却収入 1,348

    その他の収入 -61,658

投資活動収支 -1,202,156

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,537,068

    地方債償還支出 1,537,068

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,752,811

    地方債発行収入 1,656,001

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 2,835,013

    その他の収入 96,810

財務活動収支 215,743

本年度資金収支額 157,518

前年度末資金残高 2,396,363

本年度末資金残高 2,553,881


