
【様式第1号】

≪一般会計等≫ （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 52,515,456   固定負債 23,310,690

    有形固定資産 39,410,161     地方債 19,972,336

      事業用資産 28,010,318     長期未払金 -

        土地 11,387,597     退職手当引当金 3,196,909

        立木竹 -     損失補償等引当金 28,297

        建物 34,436,637     その他 113,148

        建物減価償却累計額 -18,463,079   流動負債 1,826,545

        工作物 917,172     １年内償還予定地方債 1,497,774

        工作物減価償却累計額 -851,399     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 211,090

        航空機 -     預り金 68,252

        航空機減価償却累計額 -     その他 49,428

        その他 23,851 負債合計 25,137,235

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 559,539   固定資産等形成分 55,275,342

      インフラ資産 10,942,782   余剰分（不足分） -24,211,465

        土地 2,091,069

        建物 130,241

        建物減価償却累計額 -106,983

        工作物 23,009,599

        工作物減価償却累計額 -14,308,711

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 127,567

      物品 1,733,558

      物品減価償却累計額 -1,276,497

    無形固定資産 21,012

      ソフトウェア 21,012

      その他 -

    投資その他の資産 13,084,283

      投資及び出資金 217,790

        有価証券 -

        出資金 217,790

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 305,712

      長期貸付金 183,508

      基金 12,410,353

        減債基金 3,996,865

        その他 8,413,488

      その他 -

      徴収不能引当金 -33,081

  流動資産 3,685,656

    現金預金 883,222

    未収金 43,862

    短期貸付金 10,962

    基金 2,748,924

      財政調整基金 2,748,924

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,315 純資産合計 31,063,876

資産合計 56,201,111 負債及び純資産合計 56,201,111

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

≪一般会計等≫ （単位：千円）

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 16,251,788

    業務費用 9,033,774

      人件費 3,278,174

        職員給与費 2,772,769

        賞与等引当金繰入額 211,090

        退職手当引当金繰入額 84,132

        その他 210,183

      物件費等 5,475,276

        物件費 3,863,060

        維持補修費 278,002

        減価償却費 1,329,849

        その他 4,365

      その他の業務費用 280,324

        支払利息 209,361

        徴収不能引当金繰入額 4,511

        その他 66,452

    移転費用 7,218,014

      補助金等 2,657,854

      社会保障給付 2,294,053

      他会計への繰出金 2,250,885

      その他 15,222

  経常収益 633,264

    使用料及び手数料 158,614

    その他 474,650

純経常行政コスト 15,618,524

  臨時損失 723,941

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 56,625

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 28,297

    その他 -

純行政コスト 16,342,225

    その他 639,018

  臨時利益 240

    資産売却益 240



【様式第3号】

≪一般会計等≫ （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 31,316,936 54,954,255 -23,637,319

  純行政コスト（△） -16,342,225 -16,342,225

  財源 15,988,436 15,988,436

    税収等 13,071,646 13,071,646

    国県等補助金 2,916,790 2,916,790

  本年度差額 -353,789 -353,789

  固定資産等の変動（内部変動） 220,357 -220,357

    有形固定資産等の増加 1,679,557 -1,679,557

    有形固定資産等の減少 -1,730,590 1,730,590

    貸付金・基金等の増加 511,165 -511,165

    貸付金・基金等の減少 -239,776 239,776

  資産評価差額 31,340 31,340

  無償所管換等 69,962 69,962

  その他 -571 -571 -

  本年度純資産変動額 -253,059 321,087 -574,146

本年度末純資産残高 31,063,876 55,275,342 -24,211,465

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】

≪一般会計等≫ （単位：千円）

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 14,823,805

    業務費用支出 7,605,791

      人件費支出 3,184,871

      物件費等支出 4,148,921

      支払利息支出 209,361

      その他の支出 62,637

    移転費用支出 7,218,014

      補助金等支出 2,657,854

      社会保障給付支出 2,294,053

      他会計への繰出支出 2,250,885

      その他の支出 15,222

  業務収入 15,950,953

    税収等収入 13,067,783

    国県等補助金収入 2,248,555

    使用料及び手数料収入 157,366

    その他の収入 477,249

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 428,647

業務活動収支 1,555,795

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,817,477

    公共施設等整備費支出 1,372,636

    基金積立金支出 367,479

    投資及び出資金支出 3,000

    貸付金支出 74,362

    その他の支出 -

  投資活動収入 461,442

    国県等補助金収入 239,588

    基金取崩収入 164,196

    貸付金元金回収収入 20,224

    資産売却収入 37,434

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,356,035

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,901,109

    地方債償還支出 1,851,681

    その他の支出 49,428

  財務活動収入 1,559,265

    地方債発行収入 1,559,265

前年度末歳計外現金残高 54,306

本年度歳計外現金増減額 13,946

本年度末歳計外現金残高 68,252

本年度末現金預金残高 883,222

    その他の収入 -

財務活動収支 -341,844

本年度資金収支額 -142,084

前年度末資金残高 957,054

本年度末資金残高 814,970


