
【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 31,087,934   固定負債 3,430,470

    有形固定資産 27,279,273     地方債 2,940,661

      事業用資産 10,717,862     長期未払金 -

        土地 1,156,741     退職手当引当金 468,814

        立木竹 3,969,778     損失補償等引当金 -

        建物 10,445,688     その他 20,995

        建物減価償却累計額 -5,568,523   流動負債 411,391

        工作物 2,840,196     １年内償還予定地方債 362,163

        工作物減価償却累計額 -2,126,396     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 33,347

        航空機 -     預り金 15,881

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,841,862

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 378   固定資産等形成分 32,765,625

      インフラ資産 15,304,979   余剰分（不足分） -3,664,135

        土地 78,992

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,417,283

        工作物減価償却累計額 -16,281,048

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 89,751

      物品 1,646,579

      物品減価償却累計額 -390,146

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,808,661

      投資及び出資金 72,803

        有価証券 10,211

        出資金 62,592

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 31,827

      長期貸付金 37,914

      基金 3,669,933

        減債基金 247,978

        その他 3,421,955

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,816

  流動資産 1,855,418

    現金預金 162,944

    未収金 11,262

    短期貸付金 -

    基金 1,677,692

      財政調整基金 1,677,692

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -1,480 純資産合計 29,101,490

資産合計 32,943,352 負債及び純資産合計 32,943,352

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 3,673,235

    その他 -

  臨時利益 21,309

    資産売却益 21,309

    資産除売却損 14,144

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,680,400

  臨時損失 14,144

    災害復旧事業費 -

  経常収益 144,146

    使用料及び手数料 53,988

    その他 90,158

      社会保障給付 163,778

      他会計への繰出金 479,421

      その他 1,890

        その他 12,427

    移転費用 1,109,786

      補助金等 464,697

      その他の業務費用 33,286

        支払利息 17,623

        徴収不能引当金繰入額 3,236

        維持補修費 132,317

        減価償却費 1,061,228

        その他 2,760

        その他 103,057

      物件費等 2,057,397

        物件費 861,093

        職員給与費 472,723

        賞与等引当金繰入額 -771

        退職手当引当金繰入額 49,068

  経常費用 3,824,546

    業務費用 2,714,759

      人件費 624,076

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 29,293,228 32,958,654 -3,665,426

  純行政コスト（△） -3,673,235 -3,673,235

  財源 3,409,733 3,409,733

    税収等 3,064,663 3,064,663

    国県等補助金 345,070 345,070

  本年度差額 -263,502 -263,502

  固定資産等の変動（内部変動） -264,792 264,792

    有形固定資産等の増加 369,118 -369,118

    有形固定資産等の減少 -1,207,421 1,207,421

    貸付金・基金等の増加 797,852 -797,852

    貸付金・基金等の減少 -224,341 224,341

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 71,764 71,764

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -191,738 -193,029 1,291

本年度末純資産残高 29,101,490 32,765,625 -3,664,135

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 128,596

本年度歳計外現金増減額 -112,715

本年度末歳計外現金残高 15,881

本年度末現金預金残高 162,944

    その他の収入 -

財務活動収支 -188,337

本年度資金収支額 -121,239

前年度末資金残高 268,302

本年度末資金残高 147,063

  財務活動支出 453,037

    地方債償還支出 453,037

    その他の支出 -

  財務活動収入 264,700

    地方債発行収入 264,700

    貸付金元金回収収入 3,454

    資産売却収入 21,313

    その他の収入 -

投資活動収支 -723,292

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,120

    その他の支出 -

  投資活動収入 79,757

    国県等補助金収入 44,683

    基金取崩収入 10,307

【投資活動収支】

  投資活動支出 803,050

    公共施設等整備費支出 216,076

    基金積立金支出 580,853

    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 177,042

業務活動収支 790,390

  業務収入 3,325,134

    税収等収入 3,058,187

    国県等補助金収入 123,345

    使用料及び手数料収入 53,429

    その他の収入 90,173

    移転費用支出 1,109,786

      補助金等支出 464,697

      社会保障給付支出 163,778

      他会計への繰出支出 479,421

      その他の支出 1,890

    業務費用支出 1,602,000

      人件費支出 575,780

      物件費等支出 1,004,982

      支払利息支出 17,623

      その他の支出 3,614

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 2,711,786


