
【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 12,194,025   固定負債 4,108,276

    有形固定資産 11,104,926     地方債 3,375,872

      事業用資産 6,041,817     長期未払金 -

        土地 2,275,236     退職手当引当金 732,403

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,848,008     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,269,010   流動負債 457,499

        工作物 189,969     １年内償還予定地方債 373,575

        工作物減価償却累計額 -143,277     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 64,900

        航空機 -     預り金 19,024

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,565,775

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 140,891   固定資産等形成分 13,725,395

      インフラ資産 4,832,353   余剰分（不足分） -4,185,607

        土地 384,074

        建物 51,827

        建物減価償却累計額 -38,468

        工作物 11,827,175

        工作物減価償却累計額 -7,452,628

        その他 226,161

        その他減価償却累計額 -226,161

        建設仮勘定 60,372

      物品 676,522

      物品減価償却累計額 -445,766

    無形固定資産 998

      ソフトウェア 998

      その他 -

    投資その他の資産 1,088,101

      投資及び出資金 12,328

        有価証券 31

        出資金 12,298

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 155,004

      長期貸付金 900

      基金 927,256

        減債基金 325,681

        その他 601,575

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,387

  流動資産 1,911,538

    現金預金 348,474

    未収金 34,380

    短期貸付金 8,939

    基金 1,522,431

      財政調整基金 1,522,431

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,687 純資産合計 9,539,788

資産合計 14,105,563 負債及び純資産合計 14,105,563

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 4,402,433

    その他 128

  臨時利益 2,021

    資産売却益 2,021

    資産除売却損 151,360

    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 4,252,966

  臨時損失 151,488

    災害復旧事業費 -

  経常収益 195,508

    使用料及び手数料 79,902

    その他 115,606

      社会保障給付 681,338

      他会計への繰出金 377,929

      その他 775

        その他 29,808

    移転費用 1,998,243

      補助金等 938,201

      その他の業務費用 77,678

        支払利息 40,355

        徴収不能引当金繰入額 7,515

        維持補修費 246,331

        減価償却費 447,255

        その他 3,113

        その他 112,973

      物件費等 1,503,484

        物件費 806,786

        職員給与費 677,181

        賞与等引当金繰入額 64,900

        退職手当引当金繰入額 14,014

  経常費用 4,448,474

    業務費用 2,450,231

      人件費 869,069

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 9,786,601 14,005,134 -4,218,532

  純行政コスト（△） -4,402,433 -4,402,433

  財源 4,142,454 4,142,454

    税収等 3,240,488 3,240,488

    国県等補助金 901,967 901,967

  本年度差額 -259,979 -259,979

  固定資産等の変動（内部変動） -301,455 301,455

    有形固定資産等の増加 315,461 -315,461

    有形固定資産等の減少 -598,615 598,615

    貸付金・基金等の増加 27,298 -27,298

    貸付金・基金等の減少 -45,599 45,599

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,166 13,166

  その他 - 8,551 -8,551

  本年度純資産変動額 -246,813 -279,738 32,925

本年度末純資産残高 9,539,788 13,725,395 -4,185,607

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 18,633

本年度歳計外現金増減額 390

本年度末歳計外現金残高 19,024

本年度末現金預金残高 348,474

    その他の収入 -

財務活動収支 -81,023

本年度資金収支額 -30,935

前年度末資金残高 360,386

本年度末資金残高 329,450

  財務活動支出 383,023

    地方債償還支出 383,023

    その他の支出 -

  財務活動収入 302,000

    地方債発行収入 302,000

    貸付金元金回収収入 10,223

    資産売却収入 2,021

    その他の収入 -

投資活動収支 -216,080

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 126,679

    国県等補助金収入 79,060

    基金取崩収入 35,376

【投資活動収支】

  投資活動支出 342,758

    公共施設等整備費支出 315,461

    基金積立金支出 27,298

    投資及び出資金支出 -

  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 266,168

  業務収入 4,238,322

    税収等収入 3,234,363

    国県等補助金収入 822,907

    使用料及び手数料収入 70,384

    その他の収入 110,667

    移転費用支出 1,998,243

      補助金等支出 938,201

      社会保障給付支出 681,338

      他会計への繰出支出 377,929

      その他の支出 775

    業務費用支出 1,973,912

      人件費支出 851,352

      物件費等支出 1,059,519

      支払利息支出 40,355

      その他の支出 22,686

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 3,972,154


