
【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 57,749,505   固定負債 26,096,700

    有形固定資産 55,225,828     地方債等 22,443,359

      事業用資産 21,793,049     長期未払金 -

        土地 9,609,544     退職手当引当金 2,452,054

        立木竹 -     損失補償等引当金 7,940

        建物 30,980,658     その他 1,193,347

        建物減価償却累計額 -19,777,869   流動負債 3,077,526

        工作物 2,126,740     １年内償還予定地方債等 2,529,130

        工作物減価償却累計額 -1,692,128     未払金 54,578

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,071     前受金 67

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 225,129

        航空機 -     預り金 32,810

        航空機減価償却累計額 -     その他 235,811

        その他 - 負債合計 29,174,225

        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 61,074,643

      インフラ資産 32,727,844   余剰分（不足分） -27,855,945

        土地 3,475,463   他団体出資等分 -

        建物 6,368,322

        建物減価償却累計額 -1,464,513

        工作物 50,604,589

        工作物減価償却累計額 -26,614,252

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 358,234

      物品 2,414,043

      物品減価償却累計額 -1,709,108

    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 2,511,184

      投資及び出資金 88,774

        有価証券 4,743

        出資金 84,031

        その他 -

      長期延滞債権 971,458

      長期貸付金 9,498

      基金 1,437,361

        減債基金 38,915

        その他 1,398,447

      その他 31,027

      徴収不能引当金 -26,935

  流動資産 4,623,857

    現金預金 933,025

    未収金 168,884

    短期貸付金 4,392

    基金 3,320,746

      財政調整基金 2,209,020

      減債基金 1,111,726

    棚卸資産 29,762

    その他 191,050

    徴収不能引当金 -24,002

  繰延資産 19,561 純資産合計 33,218,698

資産合計 62,392,924 負債及び純資産合計 62,392,924

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体行政コスト計算書
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 34,679,254

    業務費用 19,542,889

      人件費 3,852,006

        職員給与費 2,612,169

        賞与等引当金繰入額 221,582

        退職手当引当金繰入額 109,787

        その他 908,468

      物件費等 6,222,346

        物件費 4,129,170

        維持補修費 149,946

        減価償却費 1,933,582

        その他 9,647

      その他の業務費用 9,468,537

        支払利息 295,286

        徴収不能引当金繰入額 24,567

        その他 9,148,684

    移転費用 15,136,365

      補助金等 11,956,806

      社会保障給付 3,172,108

      その他 7,451

  経常収益 13,148,407

    使用料及び手数料 876,222

    その他 12,272,185

純経常行政コスト 21,530,847

  臨時損失 41,060

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 40,285

    損失補償等引当金繰入額 223

    その他 551

  臨時利益 26,538

    資産売却益 6,763

    その他 19,775

純行政コスト 21,545,369



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 32,989,427 60,673,937 -27,684,510 -

  純行政コスト（△） -21,545,369 -21,545,369 -

  財源 21,767,515 21,767,515 -

    税収等 15,079,594 15,079,594 -

    国県等補助金 6,687,921 6,687,921 -

  本年度差額 222,146 222,146 -

  固定資産等の変動（内部変動） 425,727 -425,727

    有形固定資産等の増加 2,146,545 -2,146,545

    有形固定資産等の減少 -1,973,868 1,973,868

    貸付金・基金等の増加 345,161 -345,161

    貸付金・基金等の減少 -92,111 92,111

  資産評価差額 7,125 7,125

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - -32,145 32,145

  本年度純資産変動額 229,271 400,706 -171,435 -

本年度末純資産残高 33,218,698 61,074,643 -27,855,945 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 32,562,123

    業務費用支出 17,425,758

      人件費支出 3,761,519

      物件費等支出 4,244,004

      支払利息支出 295,286

      その他の支出 9,124,949

    移転費用支出 15,136,365

      補助金等支出 11,956,806

      社会保障給付支出 3,172,108

      その他の支出 7,451

  業務収入 34,401,425

    税収等収入 15,031,235

    国県等補助金収入 6,171,769

    使用料及び手数料収入 942,229

    その他の収入 12,256,192

  臨時支出 4,101

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,101

  臨時収入 266,606

業務活動収支 2,101,807

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,475,770

    公共施設等整備費支出 2,127,849

    基金積立金支出 329,921

    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 433,687

    国県等補助金収入 303,142

    基金取崩収入 71,306

    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 -2,042,083

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,498,027

    地方債等償還支出 2,259,843

    その他の支出 238,184

  財務活動収入 2,435,229

    地方債等発行収入 2,203,800

    その他の収入 231,429

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 933,025

財務活動収支 -62,798

本年度資金収支額 -3,073

前年度末資金残高 903,288

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 900,214


