
【様式第1号】

全体会計 （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 193,730,190   固定負債 56,926,631

    有形固定資産 180,499,438     地方債 48,938,986

      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 2,741,879

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 98,649,498     その他 5,245,765

        建物減価償却累計額 -42,515,818   流動負債 5,958,472

        工作物 3,280,212     １年内償還予定地方債 4,560,859

        工作物減価償却累計額 -1,797,292     未払金 276,710

        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 427,226

        航空機 -     預り金 569,209

        航空機減価償却累計額 -     その他 124,468

        その他 - 負債合計 62,885,103

        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 199,633,011

      インフラ資産 111,050,471   余剰分（不足分） -56,680,133

        土地 37,215,931

        建物 1,537,846

        建物減価償却累計額 -753,283

        工作物 125,148,872

        工作物減価償却累計額 -61,813,966

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,715,070

      物品 2,413,039

      物品減価償却累計額 -1,670,527

    無形固定資産 122,379

      ソフトウェア 37,090

      その他 85,289

    投資その他の資産 13,108,373

      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 1,313,119

      長期貸付金 606,791

      基金 10,458,329

        減債基金 5,539,867

        その他 4,918,462

      その他 -

      徴収不能引当金 -82,379

  流動資産 12,107,791

    現金預金 5,255,145

    未収金 984,606

    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 8,440

    その他 600

    徴収不能引当金 -43,821 純資産合計 142,952,878

資産合計 205,837,981 負債及び純資産合計 205,837,981

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

全体会計 （単位：千円）

    その他 85

純行政コスト 72,826,834

    その他 55

  臨時利益 25,293

    資産売却益 25,208

    資産除売却損 10,880

    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 72,841,193

  臨時損失 10,935

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,516,668

    使用料及び手数料 3,254,665

    その他 1,262,003

      社会保障給付 13,836,415

      他会計への繰出金 899,118

      その他 1,316,337

        その他 388,789

    移転費用 54,613,977

      補助金等 38,562,108

      その他の業務費用 1,121,610

        支払利息 606,916

        徴収不能引当金繰入額 125,906

        維持補修費 1,009,206

        減価償却費 5,620,338

        その他 -

        その他 1,802,400

      物件費等 13,914,804

        物件費 7,285,260

        職員給与費 5,481,551

        賞与等引当金繰入額 423,519

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 77,357,861

    業務費用 22,743,883

      人件費 7,707,470

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】

全体会計 （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 140,387,658 198,088,291 -57,700,633

  純行政コスト（△） -72,826,834 -72,826,834

  財源 75,309,523 75,309,523

    税収等 42,002,550 42,002,550

    国県等補助金 33,306,972 33,306,972

  本年度差額 2,482,689 2,482,689

  固定資産等の変動（内部変動） 1,508,381 -1,508,381

    有形固定資産等の増加 5,875,551 -5,875,551

    有形固定資産等の減少 -5,631,838 5,631,838

    貸付金・基金等の増加 2,323,640 -2,323,640

    貸付金・基金等の減少 -1,058,972 1,058,972

  資産評価差額 34,562 34,562

  無償所管換等 1,778 1,778

  その他 46,192 - 46,192

  本年度純資産変動額 2,565,220 1,544,720 1,020,500

本年度末純資産残高 142,952,878 199,633,011 -56,680,133

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】

全体会計 （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 5,255,145

    その他の収入 58,795

財務活動収支 -1,080,664

本年度資金収支額 -97,920

前年度末資金残高 5,102,139

本年度末資金残高 5,004,220

  財務活動支出 5,392,460

    地方債償還支出 4,420,701

    その他の支出 971,759

  財務活動収入 4,311,796

    地方債発行収入 4,253,001

    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 9,826

投資活動収支 -4,174,248

【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 3,893,626

    国県等補助金収入 3,081,879

    基金取崩収入 671,776

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,067,873

    公共施設等整備費支出 5,827,418

    基金積立金支出 2,115,345

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 55

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 55

  臨時収入 85

業務活動収支 5,156,992

  業務収入 76,747,982

    税収等収入 42,086,065

    国県等補助金収入 30,200,882

    使用料及び手数料収入 3,272,704

    その他の収入 1,188,331

    移転費用支出 54,613,977

      補助金等支出 38,562,108

      社会保障給付支出 13,836,415

      他会計への繰出支出 899,118

      その他の支出 1,316,337

    業務費用支出 16,977,043

      人件費支出 7,696,055

      物件費等支出 8,326,375

      支払利息支出 606,916

      その他の支出 347,698

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 71,591,020


