
【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 42,092,225   固定負債 6,870,778

    有形固定資産 35,470,425     地方債 5,247,831

      事業用資産 12,125,733     長期未払金 194,655

        土地 6,144,241     退職手当引当金 1,420,408

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,182,313     その他 7,884

        建物減価償却累計額 -12,459,055   流動負債 1,511,836

        工作物 927,743     １年内償還予定地方債 1,358,252

        工作物減価償却累計額 -669,510     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 84,956

        航空機 -     預り金 68,627

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,382,613

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 44,244,058

      インフラ資産 23,253,587   余剰分（不足分） -7,899,979

        土地 572,532

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -94,552

        工作物 40,519,234

        工作物減価償却累計額 -17,858,962

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,137,816

      物品減価償却累計額 -1,046,711

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,621,801

      投資及び出資金 24,441

        有価証券 -

        出資金 24,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 134,710

      長期貸付金 433,339

      基金 6,037,928

        減債基金 656,428

        その他 5,381,500

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,617

  流動資産 2,634,467

    現金預金 457,800

    未収金 24,834

    短期貸付金 841

    基金 2,150,991

      財政調整基金 2,150,991

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 36,344,079

資産合計 44,726,692 負債及び純資産合計 44,726,692

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 6,368,673

    その他 -

  臨時利益 13,444

    資産売却益 13,444

    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 -

純経常行政コスト 6,382,118

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 270,250

    使用料及び手数料 128,846

    その他 141,404

      社会保障給付 483,778

      他会計への繰出金 773,729

      その他 24,346

        その他 30,944

    移転費用 2,715,931

      補助金等 1,434,078

      その他の業務費用 83,242

        支払利息 52,299

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 49,547

        減価償却費 1,292,050

        その他 4,476

        その他 61,692

      物件費等 2,572,339

        物件費 1,226,266

        職員給与費 1,219,163

        賞与等引当金繰入額 -

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,652,368

    業務費用 3,936,437

      人件費 1,280,855

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 35,909,680 44,906,070 -8,996,390

  純行政コスト（△） -6,368,673 -6,368,673

  財源 6,803,072 6,803,072

    税収等 5,879,084 5,879,084

    国県等補助金 923,988 923,988

  本年度差額 434,399 434,399

  固定資産等の変動（内部変動） -662,012 662,012

    有形固定資産等の増加 1,324,109 -1,324,109

    有形固定資産等の減少 -1,989,942 1,989,942

    貸付金・基金等の増加 302,191 -302,191

    貸付金・基金等の減少 -298,370 298,370

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 434,399 -662,012 1,096,411

本年度末純資産残高 36,344,079 44,244,058 -7,899,979

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 74,610

本年度歳計外現金増減額 -5,983

本年度末歳計外現金残高 68,627

本年度末現金預金残高 457,800

    その他の収入 7,884

財務活動収支 -1,072,922

本年度資金収支額 -29,033

前年度末資金残高 418,207

本年度末資金残高 389,173

  財務活動支出 1,548,970

    地方債償還支出 1,540,887

    その他の支出 8,083

  財務活動収入 476,048

    地方債発行収入 468,164

    貸付金元金回収収入 325,601

    資産売却収入 13,444

    その他の収入 -

投資活動収支 -647,026

【財務活動収支】

    貸付金支出 274,422

    その他の支出 -

  投資活動収入 680,903

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 341,858

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,327,930

    公共施設等整備費支出 481,575

    基金積立金支出 571,933

    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 1,690,914

  業務収入 7,066,109

    税収等収入 5,871,924

    国県等補助金収入 923,988

    使用料及び手数料収入 128,956

    その他の収入 141,242

    移転費用支出 2,743,620

      補助金等支出 1,461,766

      社会保障給付支出 483,778

      他会計への繰出支出 773,729

      その他の支出 24,346

    業務費用支出 2,631,575

      人件費支出 1,280,855

      物件費等支出 1,280,289

      支払利息支出 52,299

      その他の支出 18,132

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 5,375,195


