
【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 194,218,263   固定負債 38,125,595

    有形固定資産 181,803,815     地方債等 27,385,848

      事業用資産 60,865,436     長期未払金 -

        土地 19,177,679     退職手当引当金 6,701,355

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,860

        建物 94,977,656     その他 4,033,532

        建物減価償却累計額 -54,344,322   流動負債 4,652,768

        工作物 2,358,706     １年内償還予定地方債等 3,307,171

        工作物減価償却累計額 -1,554,882     未払金 364,251

        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 379,327

        航空機 -     預り金 313,327

        航空機減価償却累計額 -     その他 288,693

        その他 4,095 負債合計 42,778,364

        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 201,699,699

      インフラ資産 118,876,460   余剰分（不足分） -38,223,294

        土地 17,295,980   他団体出資等分 -

        建物 299,879

        建物減価償却累計額 -163,378

        工作物 217,519,658

        工作物減価償却累計額 -117,119,971

        その他 1,595,839

        その他減価償却累計額 -1,011,633

        建設仮勘定 460,086

      物品 4,668,935

      物品減価償却累計額 -2,607,016

    無形固定資産 284,411

      ソフトウェア 283,107

      その他 1,304

    投資その他の資産 12,130,036

      投資及び出資金 577,347

        有価証券 -

        出資金 577,347

        その他 -

      長期延滞債権 605,608

      長期貸付金 660,542

      基金 10,332,109

        減債基金 -

        その他 10,332,109

      その他 -

      徴収不能引当金 -45,569

  流動資産 12,036,506

    現金預金 4,208,991

    未収金 342,799

    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 4,261

    その他 -

    徴収不能引当金 -982

  繰延資産 - 純資産合計 163,476,405

資産合計 206,254,768 負債及び純資産合計 206,254,768

※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。

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）

※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。

    資産売却益 34,469

    その他 373,334

純行政コスト 40,014,826

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 150

  臨時利益 407,803

  臨時損失 144,153

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 144,003

    使用料及び手数料 2,406,524

    その他 921,624

純経常行政コスト 40,278,476

      社会保障給付 3,298,275

      その他 108,067

  経常収益 3,328,148

        その他 258,167

    移転費用 20,421,140

      補助金等 17,014,799

      その他の業務費用 693,485

        支払利息 388,440

        徴収不能引当金繰入額 46,878

        維持補修費 1,087,540

        減価償却費 7,606,421

        その他 -

        その他 1,099,858

      物件費等 16,010,216

        物件費 7,316,254

        職員給与費 5,187,070

        賞与等引当金繰入額 6,391

        退職手当引当金繰入額 188,463

  経常費用 43,606,624

    業務費用 23,185,484

      人件費 6,481,782

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



【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 164,410,728 203,968,155 -39,557,427 -

  純行政コスト（△） -40,014,826 -40,014,826 -

  財源 39,054,593 39,054,593 -

    税収等 30,573,515 30,573,515 -

    国県等補助金 8,481,079 8,481,079 -

  本年度差額 -960,233 -960,233 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,294,365 2,294,365

    有形固定資産等の増加 5,128,617 -5,128,617

    有形固定資産等の減少 -8,717,606 8,717,606

    貸付金・基金等の増加 2,256,178 -2,256,178

    貸付金・基金等の減少 -961,554 961,554

  資産評価差額 25,910 25,910

  無償所管換等 0 0

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -934,323 -2,268,456 1,334,133 -

本年度末純資産残高 163,476,405 201,699,699 -38,223,294 -

※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。

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）

※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 4,208,991

財務活動収支 -2,133,073

本年度資金収支額 -608,770

前年度末資金残高 4,504,434

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,895,664

    地方債等償還支出 3,530,464

    その他の支出 364,009

  財務活動収入 1,761,400

    地方債等発行収入 1,761,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 38,675

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,247,842

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,894,473

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,128,592

    国県等補助金収入 839,081

    基金取崩収入 112,464

    貸付金元金回収収入 138,373

  投資活動支出 5,376,434

    公共施設等整備費支出 3,909,957

    基金積立金支出 1,444,077

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 22,400

    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 5,772,144

【投資活動収支】

    税収等収入 30,641,266

    国県等補助金収入 7,498,436

    使用料及び手数料収入 2,412,406

    その他の収入 770,722

  臨時支出 -

    移転費用支出 20,421,140

      補助金等支出 17,014,799

      社会保障給付支出 3,298,275

      その他の支出 108,067

  業務収入 41,322,830

    業務費用支出 15,307,055

      人件費支出 6,287,771

      物件費等支出 8,624,554

      支払利息支出 388,440

      その他の支出 6,291

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 35,728,196


