
【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 143,770,763   固定負債 25,447,340

    有形固定資産 130,902,864     地方債 17,110,795

      事業用資産 59,444,697     長期未払金 -

        土地 17,756,940     退職手当引当金 6,345,455

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,860

        建物 94,977,656     その他 1,986,230

        建物減価償却累計額 -54,344,322   流動負債 3,497,916

        工作物 2,358,706     １年内償還予定地方債 2,559,333

        工作物減価償却累計額 -1,554,882     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 360,306

        航空機 -     預り金 313,327

        航空機減価償却累計額 -     その他 264,951

        その他 4,095 負債合計 28,945,257

        その他減価償却累計額 -819 【純資産の部】

        建設仮勘定 247,322   固定資産等形成分 151,252,199

      インフラ資産 69,402,909   余剰分（不足分） -27,223,716

        土地 17,093,639

        建物 142,493

        建物減価償却累計額 -47,246

        工作物 135,840,825

        工作物減価償却累計額 -83,888,641

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 261,840

      物品 4,622,889

      物品減価償却累計額 -2,567,632

    無形固定資産 274,726

      ソフトウェア 273,915

      その他 812

    投資その他の資産 12,593,172

      投資及び出資金 1,764,539

        有価証券 -

        出資金 1,764,539

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 286,753

      長期貸付金 660,542

      基金 9,903,634

        減債基金 -

        その他 9,903,634

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,296

  流動資産 9,202,977

    現金預金 1,585,766

    未収金 136,671

    短期貸付金 22,348

    基金 7,459,088

      財政調整基金 7,459,088

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -897 純資産合計 124,028,483

資産合計 152,973,740 負債及び純資産合計 152,973,740

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

    その他 373,334

純行政コスト 26,600,601

    その他 150

  臨時利益 407,803

    資産売却益 34,469

    資産除売却損 144,003

    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 26,864,251

  臨時損失 144,153

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,498,384

    使用料及び手数料 772,981

    その他 725,403

      社会保障給付 3,296,125

      他会計への繰出金 2,480,136

      その他 65,359

        その他 109,629

    移転費用 9,384,054

      補助金等 3,542,434

      その他の業務費用 314,057

        支払利息 181,236

        徴収不能引当金繰入額 23,193

        維持補修費 734,198

        減価償却費 5,860,116

        その他 -

        その他 1,089,483

      物件費等 12,417,838

        物件費 5,823,524

        職員給与費 4,938,553

        賞与等引当金繰入額 -

        退職手当引当金繰入額 218,649

  経常費用 28,362,635

    業務費用 18,978,581

      人件費 6,246,686

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 124,625,340 152,562,995 -27,937,654

  純行政コスト（△） -26,600,601 -26,600,601

  財源 25,977,834 25,977,834

    税収等 21,781,633 21,781,633

    国県等補助金 4,196,201 4,196,201

  本年度差額 -622,767 -622,767

  固定資産等の変動（内部変動） -1,336,705 1,336,705

    有形固定資産等の増加 4,201,721 -4,201,721

    有形固定資産等の減少 -6,929,943 6,929,943

    貸付金・基金等の増加 1,914,841 -1,914,841

    貸付金・基金等の減少 -523,324 523,324

  資産評価差額 25,910 25,910

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -596,857 -1,310,796 713,938

本年度末純資産残高 124,028,483 151,252,199 -27,223,716

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

前年度末歳計外現金残高 256,898

本年度歳計外現金増減額 56,429

本年度末歳計外現金残高 313,327

本年度末現金預金残高 1,585,766

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,043,519

本年度資金収支額 -1,183,883

前年度末資金残高 2,456,322

本年度末資金残高 1,272,439

  財務活動支出 3,185,019

    地方債償還支出 2,821,010

    その他の支出 364,009

  財務活動収入 1,141,500

    地方債発行収入 1,141,500

    貸付金元金回収収入 138,373

    資産売却収入 38,675

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,868,662

【財務活動収支】

    貸付金支出 22,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 716,351

    国県等補助金収入 492,364

    基金取崩収入 46,940

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,585,013

    公共施設等整備費支出 3,119,729

    基金積立金支出 1,442,884

    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 177,510

業務活動収支 4,728,298

  業務収入 26,804,139

    税収等収入 21,803,609

    国県等補助金収入 3,526,327

    使用料及び手数料収入 772,981

    その他の収入 701,221

    移転費用支出 9,384,054

      補助金等支出 3,542,434

      社会保障給付支出 3,296,125

      他会計への繰出支出 2,480,136

      その他の支出 65,359

    業務費用支出 12,869,296

      人件費支出 6,020,709

      物件費等支出 6,667,351

      支払利息支出 181,236

      その他の支出 -

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 22,253,350


