
【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 28,648,516   固定負債 3,621,338

    有形固定資産 22,128,047     地方債 3,207,624

      事業用資産 6,130,868     長期未払金 -

        土地 903,577     退職手当引当金 413,714

        立木竹 577,145     損失補償等引当金 -

        建物 12,073,053     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,836,577   流動負債 461,500

        工作物 2,588,121     １年内償還予定地方債 431,169

        工作物減価償却累計額 -2,175,778     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 24,575

        航空機 -     預り金 5,756

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,082,838

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,325   固定資産等形成分 29,303,047

      インフラ資産 15,824,663   余剰分（不足分） -3,513,881

        土地 42,478

        建物 75,309

        建物減価償却累計額 -52,124

        工作物 29,909,812

        工作物減価償却累計額 -14,333,374

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 182,562

      物品 464,887

      物品減価償却累計額 -292,371

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,520,470

      投資及び出資金 25,932

        有価証券 -

        出資金 25,932

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 49,981

      長期貸付金 -

      基金 6,446,855

        減債基金 405,917

        その他 6,040,939

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,299

  流動資産 1,223,488

    現金預金 557,104

    未収金 12,425

    短期貸付金 -

    基金 654,531

      財政調整基金 654,531

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -572 純資産合計 25,789,166

資産合計 29,872,004 負債及び純資産合計 29,872,004

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 2,825,941

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 14,083

    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 2,811,858

  臨時損失 14,083

    災害復旧事業費 -

  経常収益 179,401

    使用料及び手数料 109,012

    その他 70,388

      社会保障給付 131,467

      他会計への繰出金 206,485

      その他 1,030

        その他 13,421

    移転費用 792,937

      補助金等 453,955

      その他の業務費用 34,250

        支払利息 18,534

        徴収不能引当金繰入額 2,294

        維持補修費 182,874

        減価償却費 895,778

        その他 4,264

        その他 30,649

      物件費等 1,763,063

        物件費 680,147

        職員給与費 368,769

        賞与等引当金繰入額 1,896

        退職手当引当金繰入額 -305

  経常費用 2,991,259

    業務費用 2,198,322

      人件費 401,008

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 25,687,204 29,190,310 -3,503,106

  純行政コスト（△） -2,825,941 -2,825,941

  財源 2,921,091 2,921,091

    税収等 2,558,147 2,558,147

    国県等補助金 362,943 362,943

  本年度差額 95,150 95,150

  固定資産等の変動（内部変動） 105,924 -105,924

    有形固定資産等の増加 1,084,956 -1,084,956

    有形固定資産等の減少 -1,088,758 1,088,758

    貸付金・基金等の増加 121,328 -121,328

    貸付金・基金等の減少 -11,602 11,602

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,812 6,812

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 101,962 112,737 -10,774

本年度末純資産残高 25,789,166 29,303,047 -3,513,881

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 6,319

本年度歳計外現金増減額 -563

本年度末歳計外現金残高 5,756

本年度末現金預金残高 557,104

    その他の収入 -

財務活動収支 143,078

本年度資金収支額 131,901

前年度末資金残高 419,446

本年度末資金残高 551,347

  財務活動支出 558,622

    地方債償還支出 558,622

    その他の支出 -

  財務活動収入 701,700

    地方債発行収入 701,700

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -833,108

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 182,191

    国県等補助金収入 181,956

    基金取崩収入 235

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,015,299

    公共施設等整備費支出 906,058

    基金積立金支出 109,241

    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 29,017

業務活動収支 821,932

  業務収入 2,884,510

    税収等収入 2,555,748

    国県等補助金収入 151,970

    使用料及び手数料収入 109,012

    その他の収入 67,780

    移転費用支出 792,937

      補助金等支出 453,955

      社会保障給付支出 131,467

      他会計への繰出支出 206,485

      その他の支出 1,030

    業務費用支出 1,298,659

      人件費支出 399,417

      物件費等支出 872,422

      支払利息支出 18,534

      その他の支出 8,285

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 2,091,596


