
【様式第1号】

【全体会計】 （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 17,191,413   固定負債 5,944,001

    有形固定資産 15,543,415     地方債等 4,420,921

      事業用資産 6,673,170     長期未払金 -

        土地 2,314,512     退職手当引当金 729,738

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,751,055     その他 793,341

        建物減価償却累計額 -5,657,545   流動負債 556,788

        工作物 10,474     １年内償還予定地方債等 497,987

        工作物減価償却累計額 -8,173     未払金 6,025

        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 49,724

        航空機 -     預り金 3,052

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,500,789

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 262,847   固定資産等形成分 18,047,538

      インフラ資産 8,798,394   余剰分（不足分） -5,429,315

        土地 44,538   他団体出資等分 -

        建物 98,948

        建物減価償却累計額 -40,771

        工作物 20,828,776

        工作物減価償却累計額 -12,201,969

        その他 356,937

        その他減価償却累計額 -301,279

        建設仮勘定 13,214

      物品 386,331

      物品減価償却累計額 -314,480

    無形固定資産 4,379

      ソフトウェア 4,379

      その他 -

    投資その他の資産 1,643,618

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      長期延滞債権 90,042

      長期貸付金 -

      基金 1,400,595

        減債基金 75,001

        その他 1,325,594

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,887

  流動資産 1,927,599

    現金預金 904,560

    未収金 165,833

    短期貸付金 -

    基金 856,125

      財政調整基金 856,125

      減債基金 -

    棚卸資産 2,415

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,334

  繰延資産 - 純資産合計 12,618,223

資産合計 19,119,011 負債及び純資産合計 19,119,011

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【全体会計】 （単位：千円）

    資産売却益 700

    その他 3,000

純行政コスト 5,172,406

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13,699

  臨時利益 3,700

  臨時損失 29,742

    災害復旧事業費 16,043

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 462,436

    その他 135,449

純経常行政コスト 5,146,364

      社会保障給付 442,655

      その他 38,148

  経常収益 597,885

        その他 32,935

    移転費用 3,045,821

      補助金等 2,365,547

      その他の業務費用 159,966

        支払利息 127,977

        徴収不能引当金繰入額 -947

        維持補修費 107,821

        減価償却費 675,305

        その他 6,030

        その他 263,575

      物件費等 1,589,620

        物件費 800,463

        職員給与費 671,917

        賞与等引当金繰入額 49,724

        退職手当引当金繰入額 -36,374

  経常費用 5,744,249

    業務費用 2,698,428

      人件費 948,842

科目名 金額

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



【様式第3号】

【全体会計】 （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 12,205,468 18,015,606 -5,810,138 -

  純行政コスト（△） -5,172,406 -5,172,406 -

  財源 5,585,160 5,585,160 -

    税収等 4,417,968 4,417,968 -

    国県等補助金 1,167,192 1,167,192 -

  本年度差額 412,754 412,754 -

  固定資産等の変動（内部変動） 31,931 -31,931

    有形固定資産等の増加 691,054 -691,054

    有形固定資産等の減少 -680,057 680,057

    貸付金・基金等の増加 85,955 -85,955

    貸付金・基金等の減少 -65,021 65,021

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 412,754 31,931 380,823 -

本年度末純資産残高 12,618,223 18,047,538 -5,429,315 -

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】

【全体会計】 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 3,322

本年度歳計外現金増減額 -1,069

本年度末歳計外現金残高 2,252

本年度末現金預金残高 904,560

財務活動収支 -291,952

本年度資金収支額 -7,575

前年度末資金残高 909,883

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 902,307

    地方債等償還支出 1,023,652

    その他の支出 -

  財務活動収入 731,700

    地方債等発行収入 731,700

    その他の収入 -

    資産売却収入 700

    その他の収入 -

投資活動収支 -464,893

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,023,652

    その他の支出 -

  投資活動収入 308,275

    国県等補助金収入 263,989

    基金取崩収入 23,586

    貸付金元金回収収入 20,000

  投資活動支出 773,168

    公共施設等整備費支出 690,246

    基金積立金支出 62,922

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,000

    災害復旧事業費支出 16,043

    その他の支出 -

  臨時収入 3,839

業務活動収支 749,270

【投資活動収支】

    税収等収入 4,405,978

    国県等補助金収入 881,550

    使用料及び手数料収入 461,670

    その他の収入 120,949

  臨時支出 16,043

    移転費用支出 3,045,821

      補助金等支出 2,365,547

      社会保障給付支出 442,655

      その他の支出 38,148

  業務収入 5,870,147

    業務費用支出 2,062,852

      人件費支出 985,090

      物件費等支出 916,847

      支払利息支出 127,977

      その他の支出 32,938

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,108,673

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


