
【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 52,455,354   固定負債 23,845,936

    有形固定資産 46,052,815     地方債 21,909,922

      事業用資産 23,667,768     長期未払金 40,909

        土地 7,524,828     退職手当引当金 1,890,051

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,054

        建物 22,297,445     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,179,878   流動負債 2,036,198

        工作物 2,502,885     １年内償還予定地方債 1,447,009

        工作物減価償却累計額 -1,399,860     未払金 50,974

        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 176,658

        航空機 -     預り金 361,557

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 25,882,133

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,922,348   固定資産等形成分 55,601,522

      インフラ資産 22,130,584   余剰分（不足分） -24,365,535

        土地 5,113,916

        建物 800,425

        建物減価償却累計額 -466,002

        工作物 28,332,461

        工作物減価償却累計額 -12,673,272

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,023,056

      物品 403,581

      物品減価償却累計額 -149,118

    無形固定資産 8,732

      ソフトウェア 8,732

      その他 -

    投資その他の資産 6,393,807

      投資及び出資金 3,177,681

        有価証券 -

        出資金 3,176,611

        その他 1,069

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 87,932

      長期貸付金 31,127

      基金 3,102,949

        減債基金 595,330

        その他 2,507,619

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,882

  流動資産 4,662,766

    現金預金 1,453,128

    未収金 67,931

    短期貸付金 -

    基金 3,146,168

      財政調整基金 3,146,168

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,461 純資産合計 31,235,986

資産合計 57,118,120 負債及び純資産合計 57,118,120

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 16,297,487

    業務費用 9,081,819

      人件費 3,137,683

        職員給与費 2,319,085

        賞与等引当金繰入額 176,658

        退職手当引当金繰入額 67,544

        その他 574,396

      物件費等 5,587,294

        物件費 3,889,499

        維持補修費 357,867

        減価償却費 1,339,928

        その他 -

      その他の業務費用 356,842

        支払利息 185,597

        徴収不能引当金繰入額 6,424

        その他 164,821

    移転費用 7,215,668

      補助金等 3,213,015

      社会保障給付 2,339,315

      他会計への繰出金 1,630,808

      その他 32,529

  経常収益 550,999

    使用料及び手数料 133,640

    その他 417,358

純経常行政コスト 15,746,489

  臨時損失 123,792

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 122,536

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,443

純行政コスト 15,855,110

    その他 1,257

  臨時利益 15,172

    資産売却益 8,729



【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 31,497,687 54,819,589 -23,321,902

  純行政コスト（△） -15,855,110 -15,855,110

  財源 15,593,409 15,593,409

    税収等 11,874,903 11,874,903

    国県等補助金 3,718,506 3,718,506

  本年度差額 -261,701 -261,701

  固定資産等の変動（内部変動） 781,933 -781,933

    有形固定資産等の増加 3,720,277 -3,720,277

    有形固定資産等の減少 -1,462,464 1,462,464

    貸付金・基金等の増加 305,352 -305,352

    貸付金・基金等の減少 -1,781,232 1,781,232

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -261,701 781,933 -1,043,634

本年度末純資産残高 31,235,986 55,601,522 -24,365,535

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）

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 14,871,896

    業務費用支出 7,656,228

      人件費支出 3,058,799

      物件費等支出 4,247,366

      支払利息支出 185,597

      その他の支出 164,466

    移転費用支出 7,215,668

      補助金等支出 3,213,015

      社会保障給付支出 2,339,315

      他会計への繰出支出 1,630,808

      その他の支出 32,529

  業務収入 15,506,727

    税収等収入 11,865,957

    国県等補助金収入 3,090,340

    使用料及び手数料収入 133,167

    その他の収入 417,264

  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 634,831

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,024,028

    公共施設等整備費支出 3,720,277

    基金積立金支出 279,956

    投資及び出資金支出 7,653

    貸付金支出 16,143

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,401,966

    国県等補助金収入 628,166

    基金取崩収入 1,749,469

    貸付金元金回収収入 15,602

    資産売却収入 8,729

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,622,062

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,695,541

    地方債償還支出 1,368,583

    その他の支出 326,958

  財務活動収入 3,211,942

    地方債発行収入 3,211,942

前年度末歳計外現金残高 358,271

本年度歳計外現金増減額 3,286

本年度末歳計外現金残高 361,557

本年度末現金預金残高 1,453,128

    その他の収入 -

財務活動収支 1,516,401

本年度資金収支額 529,170

前年度末資金残高 562,402

本年度末資金残高 1,091,571
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