
【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 37,094,274   固定負債 9,777,046

    有形固定資産 33,412,075     地方債等 7,974,474

      事業用資産 16,311,921     長期未払金 -

        土地 2,934,622     退職手当引当金 1,539,576

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 15,995,905     その他 262,995

        建物減価償却累計額 -9,426,916   流動負債 1,035,843

        工作物 1,419,341     １年内償還予定地方債等 911,825

        工作物減価償却累計額 -830,234     未払金 11,437

        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 83,420

        航空機 -     預り金 18,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,028

        その他 - 負債合計 10,812,889

        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 42,474,045

      インフラ資産 16,812,194   余剰分（不足分） -9,600,947

        土地 329,296   他団体出資等分 -

        建物 2,844,437

        建物減価償却累計額 -1,403,885

        工作物 28,996,746

        工作物減価償却累計額 -14,301,263

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 346,862

      物品 1,228,038

      物品減価償却累計額 -940,078

    無形固定資産 24,841

      ソフトウェア 23,527

      その他 1,314

    投資その他の資産 3,657,357

      投資及び出資金 145,614

        有価証券 143

        出資金 145,471

        その他 -

      長期延滞債権 114,751

      長期貸付金 14,735

      基金 3,408,565

        減債基金 -

        その他 3,408,565

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,398

  流動資産 6,591,713

    現金預金 1,090,354

    未収金 113,385

    短期貸付金 22

    基金 5,379,749

      財政調整基金 3,472,822

      減債基金 1,906,928

    棚卸資産 11,797

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,594

  繰延資産 - 純資産合計 32,873,098

資産合計 43,685,987 負債及び純資産合計 43,685,987

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）

    資産売却益 14,303

    その他 -

純行政コスト 9,325,585

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,177

  臨時利益 14,303

  臨時損失 452,427

    災害復旧事業費 182,949

    資産除売却損 248,391

    使用料及び手数料 474,569

    その他 486,157

純経常行政コスト 8,887,461

      社会保障給付 513,249

      その他 16,306

  経常収益 960,726

        その他 57,022

    移転費用 5,244,960

      補助金等 4,674,765

      その他の業務費用 163,329

        支払利息 99,167

        徴収不能引当金繰入額 7,140

        維持補修費 307,456

        減価償却費 1,120,550

        その他 17,378

        その他 113,922

      物件費等 2,920,278

        物件費 1,474,894

        職員給与費 1,314,764

        賞与等引当金繰入額 83,420

        退職手当引当金繰入額 7,515

  経常費用 9,848,187

    業務費用 4,603,227

      人件費 1,519,620

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



【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 32,272,560 42,074,300 -9,801,741 -

  純行政コスト（△） -9,325,585 -9,325,585 -

  財源 9,924,613 9,924,613 -

    税収等 7,444,061 7,444,061 -

    国県等補助金 2,480,552 2,480,552 -

  本年度差額 599,028 599,028 -

  固定資産等の変動（内部変動） 425,970 -425,970

    有形固定資産等の増加 1,260,635 -1,260,635

    有形固定資産等の減少 -1,368,941 1,368,941

    貸付金・基金等の増加 663,995 -663,995

    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 1,510 1,510

  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 - -27,735 27,735

  本年度純資産変動額 600,538 399,745 200,793 -

本年度末純資産残高 32,873,098 42,474,045 -9,600,947 -

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）

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 1,090,354

財務活動収支 -81,550

本年度資金収支額 88,547

前年度末資金残高 983,674

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,072,221

    地方債等償還支出 1,081,165

    その他の支出 11,028

  財務活動収入 1,010,643

    地方債等発行収入 1,010,633

    その他の収入 10

    資産売却収入 14,303

    その他の収入 5,103

投資活動収支 -1,444,193

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,092,193

    その他の支出 -

  投資活動収入 480,415

    国県等補助金収入 331,311

    基金取崩収入 129,676

    貸付金元金回収収入 22

  投資活動支出 1,924,608

    公共施設等整備費支出 1,260,635

    基金積立金支出 663,973

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 182,949

    その他の支出 2,135

  臨時収入 123,305

業務活動収支 1,614,291

【投資活動収支】

    税収等収入 7,443,770

    国県等補助金収入 2,026,056

    使用料及び手数料収入 475,088

    その他の収入 437,695

  臨時支出 185,084

    移転費用支出 5,244,960

      補助金等支出 4,674,765

      社会保障給付支出 513,249

      その他の支出 16,306

  業務収入 10,382,610

    業務費用支出 3,461,580

      人件費支出 1,517,351

      物件費等支出 1,793,456

      支払利息支出 99,167

      その他の支出 51,606

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 8,706,541


