
【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 30,437,754   固定負債 8,237,751

    有形固定資産 27,423,359     地方債 5,769,458

      事業用資産 19,188,681     長期未払金 -

        土地 9,811,152     退職手当引当金 1,338,280

        立木竹 -     損失補償等引当金 895,666

        建物 25,819,531     その他 234,347

        建物減価償却累計額 -17,274,632   流動負債 1,030,191

        工作物 1,048,769     １年内償還予定地方債 581,997

        工作物減価償却累計額 -291,091     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 100,803

        航空機 -     預り金 12,921

        航空機減価償却累計額 -     その他 334,470

        その他 - 負債合計 9,267,942

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 74,952   固定資産等形成分 31,454,386

      インフラ資産 8,074,054   余剰分（不足分） -8,710,459

        土地 5,146,270

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,615,013

        工作物減価償却累計額 -7,687,230

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 454,069

      物品減価償却累計額 -293,445

    無形固定資産 289,887

      ソフトウェア 289,837

      その他 50

    投資その他の資産 2,724,508

      投資及び出資金 290,121

        有価証券 664

        出資金 289,457

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 586,848

      長期貸付金 23,647

      基金 1,827,096

        減債基金 23,512

        その他 1,803,584

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,204

  流動資産 1,574,114

    現金預金 537,425

    未収金 20,536

    短期貸付金 8,690

    基金 1,007,942

      財政調整基金 1,007,942

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -478 純資産合計 22,743,926

資産合計 32,011,869 負債及び純資産合計 32,011,869

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 116,093

純行政コスト 7,153,985

    その他 -

  臨時利益 116,315

    資産売却益 222

    資産除売却損 49,580

    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 7,220,719

  臨時損失 49,580

    災害復旧事業費 -

  経常収益 472,083

    使用料及び手数料 239,558

    その他 232,526

      社会保障給付 1,056,890

      他会計への繰出金 739,371

      その他 38,323

        その他 47,867

    移転費用 3,256,895

      補助金等 1,422,311

      その他の業務費用 117,618

        支払利息 66,068

        徴収不能引当金繰入額 3,682

        維持補修費 256,715

        減価償却費 975,448

        その他 -

        その他 254,404

      物件費等 2,882,042

        物件費 1,649,879

        職員給与費 1,081,041

        賞与等引当金繰入額 100,803

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,692,802

    業務費用 4,435,907

      人件費 1,436,247

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 20,585,723 32,736,302 -12,150,579

  純行政コスト（△） -7,153,985 -7,153,985

  財源 6,689,642 6,689,642

    税収等 5,043,904 5,043,904

    国県等補助金 1,645,739 1,645,739

  本年度差額 -464,343 -464,343

  固定資産等の変動（内部変動） -1,315,815 1,315,815

    有形固定資産等の増加 468,973 -468,973

    有形固定資産等の減少 -1,085,378 1,085,378

    貸付金・基金等の増加 547,060 -547,060

    貸付金・基金等の減少 -1,246,469 1,246,469

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 33,898 33,898

  その他 2,588,648 - 2,588,648

  本年度純資産変動額 2,158,203 -1,281,917 3,440,120

本年度末純資産残高 22,743,926 31,454,386 -8,710,459

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 2,703

本年度歳計外現金増減額 10,219

本年度末歳計外現金残高 12,921

本年度末現金預金残高 537,425

    その他の収入 244,357

財務活動収支 -102,365

本年度資金収支額 -281,145

前年度末資金残高 805,648

本年度末資金残高 524,503

  財務活動支出 824,321

    地方債償還支出 479,916

    その他の支出 344,405

  財務活動収入 721,957

    地方債発行収入 477,600

    貸付金元金回収収入 22,660

    資産売却収入 60,572

    その他の収入 -

投資活動収支 490,942

【財務活動収支】

    貸付金支出 176

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,495,196

    国県等補助金収入 208,796

    基金取崩収入 1,203,168

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,004,254

    公共施設等整備費支出 457,581

    基金積立金支出 546,496

    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 -669,723

  業務収入 6,942,268

    税収等収入 5,073,101

    国県等補助金収入 1,436,943

    使用料及び手数料収入 242,893

    その他の収入 189,331

    移転費用支出 4,156,895

      補助金等支出 1,422,311

      社会保障給付支出 1,056,890

      他会計への繰出支出 739,371

      その他の支出 938,323

    業務費用支出 3,455,096

      人件費支出 1,432,488

      物件費等支出 1,911,176

      支払利息支出 66,068

      その他の支出 45,364

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 7,611,991


