
【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 14,884,704   固定負債 5,004,918

    有形固定資産 13,445,024     地方債 4,275,180

      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 -

        建物減価償却累計額 -5,657,545   流動負債 547,082

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

        工作物減価償却累計額 -8,173     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 46,843

        航空機 -     預り金 2,252

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,552,000

        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 15,740,829

      インフラ資産 6,700,134   余剰分（不足分） -5,352,400

        土地 26,325

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 17,496,334

        工作物減価償却累計額 -10,835,739

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,214

      物品 383,707

      物品減価償却累計額 -311,987

    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 1,435,301

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 42,025

      長期貸付金 -

      基金 1,238,156

        減債基金 75,001

        その他 1,163,155

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,748

  流動資産 1,055,725

    現金預金 72,623

    未収金 128,310

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,334 純資産合計 10,388,428

資産合計 15,940,428 負債及び純資産合計 15,940,428

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）

    その他 3,000

純行政コスト 3,980,346

    その他 13,699

  臨時利益 3,700

    資産売却益 700

-

純経常行政コスト 3,954,304

  臨時損失 29,742

    災害復旧事業費 16,043

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額

  経常収益 193,747

    使用料及び手数料 63,272

    その他 130,474

      社会保障給付 442,655

      他会計への繰出金 294,396

      その他 25,615

        その他 8,178

    移転費用 1,803,498

      補助金等 1,040,831

      その他の業務費用 33,782

        支払利息 25,900

        徴収不能引当金繰入額 -297

        維持補修費 101,992

        減価償却費 594,088

        その他 5,543

        その他 257,071

      物件費等 1,391,213

        物件費 689,590

        職員給与費 652,019

        賞与等引当金繰入額 46,843

        退職手当引当金繰入額 -36,374

  経常費用 4,148,051

    業務費用 2,344,553

      人件費 919,558

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】

【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 10,278,565 15,664,286 -5,385,722

  純行政コスト（△） -3,980,346 -3,980,346

  財源 4,090,210 4,090,210

    税収等 3,194,427 3,194,427

    国県等補助金 895,783 895,783

  本年度差額 109,864 109,864

  固定資産等の変動（内部変動） 76,542 -76,542

    有形固定資産等の増加 680,146 -680,146

    有形固定資産等の減少 -594,088 594,088

    貸付金・基金等の増加 50,078 -50,078

    貸付金・基金等の減少 -59,594 59,594

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 109,864 76,542 33,322

本年度末純資産残高 10,388,428 15,740,829 -5,352,400

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）

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 72,623

    その他の収入 -

財務活動収支 34,167

本年度資金収支額 -3,586

前年度末資金残高 73,957

本年度末資金残高 70,371

-

  財務活動収入 500,900

    地方債発行収入 500,900

    貸付金元金回収収入 20,000

    資産売却収入 700

    その他の収入 -

投資活動収支 -423,349

【財務活動収支】

  財務活動支出 466,733

    地方債償還支出 466,733

    その他の支出

    貸付金支出 20,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 303,875

    国県等補助金収入 259,589

    基金取崩収入 23,586

【投資活動収支】

  投資活動支出 727,224

    公共施設等整備費支出 680,146

    基金積立金支出 27,078

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 16,043

    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 385,596

  業務収入 3,988,303

    税収等収入 3,199,511

    国県等補助金収入 610,141

    使用料及び手数料収入 62,676

    その他の収入 115,974

    移転費用支出 1,803,498

      補助金等支出 1,040,831

      社会保障給付支出 442,655

      他会計への繰出支出 294,396

      その他の支出 25,615

    業務費用支出 1,787,005

      人件費支出 955,801

      物件費等支出 797,125

      支払利息支出 25,900

      その他の支出 8,178

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,590,503

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


