
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 7,728,415   固定負債 2,994,842

    有形固定資産 6,272,495     地方債 2,540,376

      事業用資産 3,644,100     長期未払金 -

        土地 956,341     退職手当引当金 394,532

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,818,433     その他 59,934

        建物減価償却累計額 △ 5,457,215   流動負債 459,858

        工作物 835,060     １年内償還予定地方債 358,067

        工作物減価償却累計額 △ 509,890     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 27,790

        航空機 -     預り金 14,066

        航空機減価償却累計額 -     その他 59,934

        その他 - 負債合計 3,454,700

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,370   固定資産等形成分 9,268,091

      インフラ資産 2,471,349   余剰分（不足分） △ 3,171,196

        土地 34,339

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 6,257,203

        工作物減価償却累計額 △ 3,821,003

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 810

      物品 785,133

      物品減価償却累計額 △ 628,086

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,455,920

      投資及び出資金 57,928

        有価証券 13,612

        出資金 44,316

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,635

      長期貸付金 39,191

      基金 1,342,167

        減債基金 -

        その他 1,342,167

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,823,179

    現金預金 221,293

    未収金 62,211

    短期貸付金 4,425

    基金 1,535,251

      財政調整基金 1,212,441

      減債基金 322,811

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 6,096,895

資産合計 9,551,594 負債及び純資産合計 9,551,594

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 金額

  経常費用 2,465,620

    業務費用 1,605,349

      人件費 521,385

        職員給与費 383,133

        賞与等引当金繰入額 27,790

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 110,462

      物件費等 1,066,753

        物件費 608,770

        維持補修費 149,841

        減価償却費 307,399

        その他 743

      その他の業務費用 17,211

        支払利息 14,882

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 2,330

    移転費用 860,270

      補助金等 454,756

      社会保障給付 56,340

      他会計への繰出金 345,969

      その他 3,205

  経常収益 102,856

    使用料及び手数料 16,504

    その他 86,351

純経常行政コスト 2,362,764

  臨時損失 2,473

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 2,359,790

    その他 2,473

  臨時利益 5,447

    資産売却益 5,447



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 5,842,313 8,959,231 △ 3,116,918

  純行政コスト（△） △ 2,359,790 △ 2,359,790

  財源 2,614,368 2,614,368

    税収等 2,176,773 2,176,773

    国県等補助金 437,595 437,595

  本年度差額 254,578 254,578

  固定資産等の変動（内部変動） 308,856 △ 308,856

    有形固定資産等の増加 491,650 △ 491,650

    有形固定資産等の減少 △ 307,399 307,399

    貸付金・基金等の増加 260,768 △ 260,768

    貸付金・基金等の減少 △ 136,163 136,163

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4 4

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 254,582 308,860 △ 54,278

本年度末純資産残高 6,096,895 9,268,091 △ 3,171,196

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

科目 合計



【様式第4号】

（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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,158,528

    業務費用支出 1,298,257

      人件費支出 521,742

      物件費等支出 759,558

      支払利息支出 14,882

      その他の支出 2,075

    移転費用支出 860,270

      補助金等支出 454,756

      社会保障給付支出 56,340

      他会計への繰出支出 345,969

      その他の支出 3,205

  業務収入 2,597,810

    税収等収入 2,176,859

    国県等補助金収入 358,105

    使用料及び手数料収入 16,534

    その他の収入 46,312

  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 439,282

【投資活動収支】

  投資活動支出 731,816

    公共施設等整備費支出 491,650

    基金積立金支出 219,646

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 256,312

    国県等補助金収入 139,235

    基金取崩収入 92,021

    貸付金元金回収収入 19,609

    資産売却収入 5,447

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 475,504

【財務活動収支】

  財務活動支出 403,593

    地方債償還支出 343,659

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 438,035

    地方債発行収入 438,035

前年度末歳計外現金残高 13,360

本年度歳計外現金増減額 707

本年度末歳計外現金残高 14,066

本年度末現金預金残高 221,293

    その他の収入 -

財務活動収支 34,442

本年度資金収支額 △ 1,780

前年度末資金残高 209,007

本年度末資金残高 207,226


