
【様式第1号】

一般会計等 （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 44,686,697   固定負債 17,157,221

    有形固定資産 43,543,005     地方債 14,813,273

      事業用資産 21,733,249     長期未払金 -

        土地 9,549,744     退職手当引当金 2,336,008

        立木竹 -     損失補償等引当金 7,940

        建物 30,980,658     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,777,869   流動負債 2,649,316

        工作物 2,126,740     １年内償還予定地方債 2,184,949

        工作物減価償却累計額 -1,692,128     未払金 -

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,071     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 200,128

        航空機 -     預り金 32,810

        航空機減価償却累計額 -     その他 231,429

        その他 - 負債合計 19,806,537

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 545,390   固定資産等形成分 47,868,641

      インフラ資産 21,430,642   余剰分（不足分） -19,093,833

        土地 3,012,648

        建物 198,305

        建物減価償却累計額 -128,044

        工作物 40,483,713

        工作物減価償却累計額 -22,384,455

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 248,474

      物品 1,359,184

      物品減価償却累計額 -980,070

    無形固定資産 12,494

      ソフトウェア 12,494

      その他 -

    投資その他の資産 1,131,199

      投資及び出資金 88,774

        有価証券 4,743

        出資金 84,031

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 822,603

      長期貸付金 9,738

      基金 223,980

        減債基金 -

        その他 223,980

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,896

  流動資産 3,894,647

    現金預金 441,243

    未収金 85,645

    短期貸付金 4,152

    基金 3,177,791

      財政調整基金 2,066,065

      減債基金 1,111,726

    棚卸資産 -

    その他 191,050

    徴収不能引当金 -5,234 純資産合計 28,774,807

資産合計 48,581,344 負債及び純資産合計 48,581,344

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （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 13,506,799

    業務費用 7,086,022

      人件費 3,389,862

        職員給与費 2,341,762

        賞与等引当金繰入額 200,128

        退職手当引当金繰入額 95,701

        その他 752,272

      物件費等 3,449,281

        物件費 1,772,159

        維持補修費 142,165

        減価償却費 1,525,569

        その他 9,388

      その他の業務費用 246,878

        支払利息 143,923

        徴収不能引当金繰入額 12,128

        その他 90,828

    移転費用 6,420,778

      補助金等 1,991,948

      社会保障給付 3,172,108

      他会計への繰出金 1,251,536

      その他 5,185

  経常収益 410,661

    使用料及び手数料 244,760

    その他 165,900

純経常行政コスト 13,096,139

  臨時損失 36,959

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 36,224

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 223

    その他 19,773

純行政コスト 13,106,562

    その他 512

  臨時利益 26,536

    資産売却益 6,763



【様式第3号】

一般会計等 （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 28,728,713 47,671,988 -18,943,275

  純行政コスト（△） -13,106,562 -13,106,562

  財源 13,145,532 13,145,532

    税収等 9,428,752 9,428,752

    国県等補助金 3,716,779 3,716,779

  本年度差額 38,969 38,969

  固定資産等の変動（内部変動） 213,420 -213,420

    有形固定資産等の増加 1,518,783 -1,518,783

    有形固定資産等の減少 -1,561,793 1,561,793

    貸付金・基金等の増加 278,300 -278,300

    貸付金・基金等の減少 -21,871 21,871

  資産評価差額 7,125 7,125

  無償所管換等 - -

  その他 - -23,892 23,892

  本年度純資産変動額 46,094 196,653 -150,558

本年度末純資産残高 28,774,807 47,868,641 -19,093,833

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】

一般会計等 （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 11,844,340

    業務費用支出 5,423,562

      人件費支出 3,288,133

      物件費等支出 1,923,726

      支払利息支出 143,923

      その他の支出 67,781

    移転費用支出 6,420,778

      補助金等支出 1,991,948

      社会保障給付支出 3,172,108

      他会計への繰出支出 1,251,536

      その他の支出 5,185

  業務収入 13,035,345

    税収等収入 9,421,306

    国県等補助金収入 3,204,144

    使用料及び手数料収入 259,520

    その他の収入 150,375

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 263,087

業務活動収支 1,454,092

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,800,084

    公共施設等整備費支出 1,518,783

    基金積立金支出 263,300

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 310,094

    国県等補助金収入 249,549

    基金取崩収入 1,306

    貸付金元金回収収入 32,704

    資産売却収入 26,536

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,489,990

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,181,652

    地方債償還支出 1,943,468

    その他の支出 238,184

  財務活動収入 2,234,529

    地方債発行収入 2,003,100

前年度末歳計外現金残高 37,078

本年度歳計外現金増減額 -4,267

本年度末歳計外現金残高 32,810

本年度末現金預金残高 441,243

    その他の収入 231,429

財務活動収支 52,877

本年度資金収支額 16,979

前年度末資金残高 391,453

本年度末資金残高 408,432


