
【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 14,842,506   固定負債 5,217,695

    有形固定資産 13,715,746     地方債等 4,216,719

      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 268,572

        建物減価償却累計額 -6,269,010   流動負債 561,505

        工作物 189,969     １年内償還予定地方債等 432,854

        工作物減価償却累計額 -143,277     未払金 37,189

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,996

        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 3,542

        その他 - 負債合計 5,779,200

        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 16,373,954

      インフラ資産 7,426,747   余剰分（不足分） -4,781,033

        土地 442,415   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -70,732

        工作物 15,759,044

        工作物減価償却累計額 -8,907,377

        その他 234,362

        その他減価償却累計額 -232,002

        建設仮勘定 60,428

      物品 958,026

      物品減価償却累計額 -710,844

    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 1,125,762

      投資及び出資金 12,328

        有価証券 31

        出資金 12,298

        その他 -

      長期延滞債権 198,925

      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 -13,647

  流動資産 2,529,615

    現金預金 936,335

    未収金 60,601

    短期貸付金 8,939

    基金 1,522,509

      財政調整基金 1,522,509

      減債基金 -

    棚卸資産 6,755

    その他 110

    徴収不能引当金 -5,634

  繰延資産 - 純資産合計 11,592,921

資産合計 17,372,121 負債及び純資産合計 17,372,121

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 7,464,823

    業務費用 2,747,184

      人件費 911,097

        職員給与費 713,917

        賞与等引当金繰入額 67,973

        退職手当引当金繰入額 14,014

        その他 115,193

      物件費等 1,707,668

        物件費 906,654

        維持補修費 267,212

        減価償却費 530,689

        その他 3,113

      その他の業務費用 128,419

        支払利息 59,752

        徴収不能引当金繰入額 14,136

        その他 54,531

    移転費用 4,717,639

      補助金等 4,035,458

      社会保障給付 681,338

      その他 843

  経常収益 403,412

    使用料及び手数料 279,198

    その他 124,214

純経常行政コスト 7,061,411

  臨時損失 151,488

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 151,360

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 128

  臨時利益 2,083

    資産売却益 2,021

    その他 63

純行政コスト 7,210,815



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 11,791,527 16,728,259 -4,936,732 -

  純行政コスト（△） -7,210,815 -7,210,815 -

  財源 6,999,044 6,999,044 -

    税収等 5,052,616 5,052,616 -

    国県等補助金 1,946,428 1,946,428 -

  本年度差額 -211,772 -211,772 -

  固定資産等の変動（内部変動） -373,456 373,456

    有形固定資産等の増加 376,882 -376,882

    有形固定資産等の減少 -682,049 682,049

    貸付金・基金等の増加 27,309 -27,309

    貸付金・基金等の減少 -95,599 95,599

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,166 13,166

  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 - 5,985 -5,985

  本年度純資産変動額 -198,606 -354,305 155,699 -

本年度末純資産残高 11,592,921 16,373,954 -4,781,033 -

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 6,879,854

    業務費用支出 2,162,215

      人件費支出 891,314

      物件費等支出 1,165,047

      支払利息支出 59,752

      その他の支出 46,102

    移転費用支出 4,717,639

      補助金等支出 4,035,458

      社会保障給付支出 681,338

      その他の支出 843

  業務収入 7,290,052

    税収等収入 5,040,249

    国県等補助金収入 1,861,202

    使用料及び手数料収入 268,692

    その他の収入 119,909

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 63

業務活動収支 410,260

【投資活動収支】

  投資活動支出 404,191

    公共施設等整備費支出 376,882

    基金積立金支出 27,309

    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 180,169

    国県等補助金収入 79,060

    基金取崩収入 85,376

    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 3,490

投資活動収支 -224,023

【財務活動収支】

  財務活動支出 436,457

    地方債等償還支出 436,457

    その他の支出 -

  財務活動収入 342,000

    地方債等発行収入 342,000

    その他の収入 -

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 936,335

財務活動収支 -94,457

本年度資金収支額 91,780

前年度末資金残高 825,531

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 917,311


