
【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 68,692,625   固定負債 29,931,558

    有形固定資産 66,917,831     地方債 24,849,275

      事業用資産 42,596,668     長期未払金 -

        土地 19,512,556     退職手当引当金 2,815,224

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 57,545,215     その他 2,267,059

        建物減価償却累計額 -36,404,329   流動負債 2,804,446

        工作物 5,539,695     １年内償還予定地方債 2,061,662

        工作物減価償却累計額 -3,857,526     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 328,859

        航空機 -     預り金 60,237

        航空機減価償却累計額 -     その他 353,688

        その他 1,160 負債合計 32,736,004

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 259,896   固定資産等形成分 70,170,615

      インフラ資産 23,389,314   余剰分（不足分） -32,406,696

        土地 2,331,832

        建物 431,414

        建物減価償却累計額 -268,693

        工作物 45,080,168

        工作物減価償却累計額 -24,273,604

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 88,197

      物品 2,753,551

      物品減価償却累計額 -1,821,702

    無形固定資産 110,954

      ソフトウェア 2,645

      その他 108,309

    投資その他の資産 1,663,840

      投資及び出資金 85,951

        有価証券 -

        出資金 85,951

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 461,741

      長期貸付金 100,830

      基金 1,095,221

        減債基金 -

        その他 1,095,221

      その他 -

      徴収不能引当金 -79,903

  流動資産 1,807,299

    現金預金 176,811

    未収金 152,654

    短期貸付金 17,032

    基金 1,460,958

      財政調整基金 1,272,373

      減債基金 188,585

    棚卸資産 267

    その他 -

    徴収不能引当金 -423 純資産合計 37,763,919

資産合計 70,499,924 負債及び純資産合計 70,499,924

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 -

純行政コスト 26,836,776

    その他 -

  臨時利益 43,418

    資産売却益 43,418

    資産除売却損 68,695

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -35

純経常行政コスト 26,811,534

  臨時損失 68,660

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,080,842

    使用料及び手数料 738,183

    その他 342,659

      社会保障給付 8,335,030

      他会計への繰出金 3,269,529

      その他 8,813

        その他 91,518

    移転費用 16,095,900

      補助金等 4,482,529

      その他の業務費用 441,430

        支払利息 329,095

        徴収不能引当金繰入額 20,817

        維持補修費 179,752

        減価償却費 2,329,109

        その他 -

        その他 754,965

      物件費等 7,252,775

        物件費 4,743,915

        職員給与費 4,892,338

        賞与等引当金繰入額 43,809

        退職手当引当金繰入額 -1,588,841

  経常費用 27,892,376

    業務費用 11,796,476

      人件費 4,102,270

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 37,637,802 71,674,717 -34,036,915

  純行政コスト（△） -26,836,776 -26,836,776

  財源 26,928,813 26,928,813

    税収等 18,508,409 18,508,409

    国県等補助金 8,420,404 8,420,404

  本年度差額 92,037 92,037

  固定資産等の変動（内部変動） -1,538,182 1,538,182

    有形固定資産等の増加 1,595,128 -1,595,128

    有形固定資産等の減少 -2,725,638 2,725,638

    貸付金・基金等の増加 1,131,078 -1,131,078

    貸付金・基金等の減少 -1,538,749 1,538,749

  資産評価差額 -123 -123

  無償所管換等 34,203 34,203

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 126,117 -1,504,102 1,630,219

本年度末純資産残高 37,763,919 70,170,615 -32,406,696

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 83,673

本年度歳計外現金増減額 -11,162

本年度末歳計外現金残高 72,510

本年度末現金預金残高 176,811

    その他の収入 -

財務活動収支 -348,029

本年度資金収支額 -20,175

前年度末資金残高 124,475

本年度末資金残高 104,300

  財務活動支出 2,527,832

    地方債償還支出 2,247,818

    その他の支出 280,014

  財務活動収入 2,179,803

    地方債発行収入 2,179,803

    貸付金元金回収収入 171,140

    資産売却収入 73,343

    その他の収入 -

投資活動収支 -447,694

【財務活動収支】

    貸付金支出 164,660

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,191,448

    国県等補助金収入 232,874

    基金取崩収入 714,092

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,639,142

    公共施設等整備費支出 1,059,473

    基金積立金支出 415,009

    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 775,548

  業務収入 27,863,062

    税収等収入 18,605,997

    国県等補助金収入 8,187,530

    使用料及び手数料収入 741,392

    その他の収入 328,143

    移転費用支出 16,095,900

      補助金等支出 4,482,529

      社会保障給付支出 8,335,030

      他会計への繰出支出 3,269,529

      その他の支出 8,813

    業務費用支出 10,991,614

      人件費支出 5,647,302

      物件費等支出 4,923,667

      支払利息支出 329,095

      その他の支出 91,550

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 27,087,514


