
【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 33,666,172   固定負債 7,006,478

    有形固定資産 30,132,671     地方債 5,635,849

      事業用資産 15,437,776     長期未払金 -

        土地 2,924,587     退職手当引当金 1,370,629

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 14,708,465     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,997,605   流動負債 791,252

        工作物 1,412,083     １年内償還予定地方債 715,702

        工作物減価償却累計額 -828,956     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 57,417

        航空機 -     預り金 18,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,797,731

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 124,581   固定資産等形成分 38,614,521

      インフラ資産 14,533,634   余剰分（不足分） -7,366,147

        土地 279,630

        建物 1,266,807

        建物減価償却累計額 -772,263

        工作物 26,699,048

        工作物減価償却累計額 -13,265,858

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 326,271

      物品 587,992

      物品減価償却累計額 -426,732

    無形固定資産 15,136

      ソフトウェア 15,136

      その他 -

    投資その他の資産 3,518,366

      投資及び出資金 145,614

        有価証券 143

        出資金 145,471

        その他 -

      投資損失引当金 -18,910

      長期延滞債権 53,673

      長期貸付金 14,735

      基金 3,326,939

        減債基金 -

        その他 3,326,939

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,686

  流動資産 5,379,932

    現金預金 414,723

    未収金 18,589

    短期貸付金 22

    基金 4,948,327

      財政調整基金 3,098,184

      減債基金 1,850,143

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,728 純資産合計 31,248,374

資産合計 39,046,104 負債及び純資産合計 39,046,104

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 6,452,466

    業務費用 3,570,173

      人件費 1,048,742

        職員給与費 877,542

        賞与等引当金繰入額 57,417

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 113,784

      物件費等 2,457,781

        物件費 1,182,960

        維持補修費 283,867

        減価償却費 973,735

        その他 17,219

      その他の業務費用 63,650

        支払利息 53,581

        徴収不能引当金繰入額 3,647

        その他 6,422

    移転費用 2,882,293

      補助金等 1,661,294

      社会保障給付 513,249

      他会計への繰出金 697,505

      その他 10,246

  経常収益 409,086

    使用料及び手数料 73,741

    その他 335,345

純経常行政コスト 6,043,380

  臨時損失 446,922

    災害復旧事業費 182,949

    資産除売却損 245,022

    投資損失引当金繰入額 18,910

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,476,000

    その他 42

  臨時利益 14,303

    資産売却益 14,303



【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 30,887,873 38,280,900 -7,393,028

  純行政コスト（△） -6,476,000 -6,476,000

  財源 6,835,368 6,835,368

    税収等 5,544,602 5,544,602

    国県等補助金 1,290,766 1,290,766

  本年度差額 359,368 359,368

  固定資産等の変動（内部変動） 354,536 -354,536

    有形固定資産等の増加 1,073,449 -1,073,449

    有形固定資産等の減少 -1,218,757 1,218,757

    貸付金・基金等の増加 629,565 -629,565

    貸付金・基金等の減少 -129,720 129,720

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,133 1,133

  その他 - -22,049 22,049

  本年度純資産変動額 360,501 333,620 26,880

本年度末純資産残高 31,248,374 38,614,521 -7,366,147

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 5,470,917

    業務費用支出 2,588,624

      人件費支出 1,053,391

      物件費等支出 1,477,393

      支払利息支出 53,581

      その他の支出 4,260

    移転費用支出 2,882,293

      補助金等支出 1,661,294

      社会保障給付支出 513,249

      他会計への繰出支出 697,505

      その他の支出 10,246

  業務収入 6,822,393

    税収等収入 5,550,562

    国県等補助金収入 906,401

    使用料及び手数料収入 72,228

    その他の収入 293,202

  臨時支出 182,949

    災害復旧事業費支出 182,949

    その他の支出 -

  臨時収入 123,305

業務活動収支 1,291,832

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,702,992

    公共施設等整備費支出 1,073,449

    基金積立金支出 629,543

    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 405,060

    国県等補助金収入 261,060

    基金取崩収入 129,676

    貸付金元金回収収入 22

    資産売却収入 14,303

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,297,931

【財務活動収支】

  財務活動支出 851,898

    地方債償還支出 851,898

    その他の支出 -

  財務活動収入 919,933

    地方債発行収入 919,933

前年度末歳計外現金残高 12,502

本年度歳計外現金増減額 5,632

本年度末歳計外現金残高 18,133

本年度末現金預金残高 414,723

    その他の収入 -

財務活動収支 68,035

本年度資金収支額 61,936

前年度末資金残高 334,653

本年度末資金残高 396,590


