
【様式第1号】

一般会計等 （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 180,063,098   固定負債 49,663,555

    有形固定資産 167,846,704     地方債 46,823,037

      事業用資産 68,706,455     長期未払金 -

        土地 10,244,778     退職手当引当金 2,656,671

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 98,649,498     その他 183,847

        建物減価償却累計額 -42,515,818   流動負債 5,384,477

        工作物 3,280,212     １年内償還予定地方債 4,414,253

        工作物減価償却累計額 -1,797,292     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 388,847

        航空機 -     預り金 499,996

        航空機減価償却累計額 -     その他 81,381

        その他 - 負債合計 55,048,031

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 845,077   固定資産等形成分 185,965,919

      インフラ資産 98,430,684   余剰分（不足分） -51,893,240

        土地 36,992,537

        建物 480,448

        建物減価償却累計額 -342,787

        工作物 102,844,285

        工作物減価償却累計額 -51,189,035

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,645,236

      物品 2,300,833

      物品減価償却累計額 -1,591,267

    無形固定資産 27,256

      ソフトウェア 27,256

      その他 -

    投資その他の資産 12,189,138

      投資及び出資金 812,513

        有価証券 156,469

        出資金 645,974

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 422,845

      長期貸付金 606,791

      基金 10,373,711

        減債基金 5,539,867

        その他 4,833,844

      その他 -

      徴収不能引当金 -26,723

  流動資産 9,057,612

    現金預金 2,748,922

    未収金 423,332

    短期貸付金 74,206

    基金 5,828,615

      財政調整基金 5,828,615

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,462 純資産合計 134,072,679

資産合計 189,120,710 負債及び純資産合計 189,120,710

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 46,634,200

    その他 -

  臨時利益 25,208

    資産売却益 25,208

    資産除売却損 283

    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 46,659,125

  臨時損失 283

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,772,693

    使用料及び手数料 781,936

    その他 990,756

      社会保障給付 13,833,029

      他会計への繰出金 5,458,329

      その他 1,316,000

        その他 196,182

    移転費用 29,538,263

      補助金等 8,930,905

      その他の業務費用 801,253

        支払利息 560,886

        徴収不能引当金繰入額 44,185

        維持補修費 762,189

        減価償却費 5,039,956

        その他 -

        その他 1,550,388

      物件費等 11,144,804

        物件費 5,342,659

        職員給与費 5,008,263

        賞与等引当金繰入額 388,847

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 48,431,818

    業務費用 18,893,555

      人件費 6,947,498

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】

一般会計等 （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 132,429,648 184,229,021 -51,799,374

  純行政コスト（△） -46,634,200 -46,634,200

  財源 48,240,892 48,240,892

    税収等 28,072,812 28,072,812

    国県等補助金 20,168,080 20,168,080

  本年度差額 1,606,692 1,606,692

  固定資産等の変動（内部変動） 1,700,558 -1,700,558

    有形固定資産等の増加 5,332,651 -5,332,651

    有形固定資産等の減少 -5,040,860 5,040,860

    貸付金・基金等の増加 2,254,705 -2,254,705

    貸付金・基金等の減少 -845,938 845,938

  資産評価差額 34,562 34,562

  無償所管換等 1,778 1,778

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,643,031 1,736,898 -93,867

本年度末純資産残高 134,072,679 185,965,919 -51,893,240

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】

一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 250,248

本年度歳計外現金増減額 677

本年度末歳計外現金残高 250,925

本年度末現金預金残高 2,748,922

    その他の収入 5,287

財務活動収支 -234,097

本年度資金収支額 -347,713

前年度末資金残高 2,845,710

本年度末資金残高 2,497,997

  財務活動支出 4,367,385

    地方債償還支出 4,270,206

    その他の支出 97,179

  財務活動収入 4,133,288

    地方債発行収入 4,128,001

    貸付金元金回収収入 104,316

    資産売却収入 25,829

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,899,172

【財務活動収支】

    貸付金支出 125,110

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,613,978

    国県等補助金収入 2,906,879

    基金取崩収入 576,954

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,513,150

    公共施設等整備費支出 5,332,651

    基金積立金支出 2,055,389

    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 -

業務活動収支 3,785,557

  業務収入 47,116,755

    税収等収入 28,124,042

    国県等補助金収入 17,261,201

    使用料及び手数料収入 794,030

    その他の収入 937,482

    移転費用支出 29,538,263

      補助金等支出 8,930,905

      社会保障給付支出 13,833,029

      他会計への繰出支出 5,458,329

      その他の支出 1,316,000

    業務費用支出 13,792,935

      人件費支出 6,935,755

      物件費等支出 6,128,024

      支払利息支出 560,886

      その他の支出 168,270

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 43,331,198


