
【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 9,533,240   固定負債 4,056,562

    有形固定資産 7,964,008     地方債 3,514,422

      事業用資産 3,711,080     長期未払金 -

        土地 956,341     退職手当引当金 482,206

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,046,013     その他 59,934

        建物減価償却累計額 △ 5,617,815   流動負債 543,342

        工作物 835,060     １年内償還予定地方債 434,904

        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 34,427

        航空機 -     預り金 14,077

        航空機減価償却累計額 -     その他 59,934

        その他 - 負債合計 4,599,903

        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 11,072,916

      インフラ資産 4,078,662   余剰分（不足分） △ 4,223,292

        土地 34,339

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 -

        工作物 8,149,809

        工作物減価償却累計額 △ 4,169,416

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,291

      物品 838,667

      物品減価償却累計額 △ 664,401

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,569,233

      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 26,164

      長期貸付金 39,191

      基金 1,445,950

        減債基金 -

        その他 1,445,950

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,916,287

    現金預金 312,368

    未収金 64,243

    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 6,849,624

資産合計 11,449,528 負債及び純資産合計 11,449,528

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 金額

  経常費用 3,342,882

    業務費用 1,996,751

      人件費 607,438

        職員給与費 457,320

        賞与等引当金繰入額 34,427

        退職手当引当金繰入額 3,742

        その他 111,950

      物件費等 1,328,103

        物件費 786,413

        維持補修費 152,342

        減価償却費 388,481

        その他 866

      その他の業務費用 61,210

        支払利息 28,241

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 32,969

    移転費用 1,346,130

      補助金等 1,282,542

      社会保障給付 58,341

      他会計への繰出金 -

      その他 5,247

  経常収益 246,735

    使用料及び手数料 89,399

    その他 157,337

純経常行政コスト 3,096,146

  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 3,093,172

    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 6,462,551 10,581,367 △ 4,118,816

  純行政コスト（△） △ 3,093,172 △ 3,093,172

  財源 3,480,241 3,480,241

    税収等 2,652,437 2,652,437

    国県等補助金 827,804 827,804

  本年度差額 387,069 387,069

  固定資産等の変動（内部変動） 491,545 △ 491,545

    有形固定資産等の増加 759,968 △ 759,968

    有形固定資産等の減少 △ 388,481 388,481

    貸付金・基金等の増加 270,307 △ 270,307

    貸付金・基金等の減少 △ 150,249 150,249

  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 387,073 491,550 △ 104,476

本年度末純資産残高 6,849,624 11,072,916 △ 4,223,292

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

科目 合計



【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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,950,176

    業務費用支出 1,604,046

      人件費支出 603,264

      物件費等支出 939,826

      支払利息支出 28,241

      その他の支出 32,715

    移転費用支出 1,346,130

      補助金等支出 1,282,542

      社会保障給付支出 58,341

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 5,247

  業務収入 3,530,759

    税収等収入 2,652,645

    国県等補助金収入 677,561

    使用料及び手数料収入 89,499

    その他の収入 111,053

  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 580,583

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,000,145

    公共施設等整備費支出 759,968

    基金積立金支出 219,656

    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 331,834

    国県等補助金収入 209,768

    基金取崩収入 97,010

    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 △ 668,310

【財務活動収支】

  財務活動支出 476,140

    地方債償還支出 416,206

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 568,135

    地方債発行収入 568,135

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 312,368

    その他の収入 -

財務活動収支 91,995

本年度資金収支額 4,267

前年度末資金残高 294,035

本年度末資金残高 298,302


