
【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 72,363,986   固定負債 18,037,741

    有形固定資産 70,687,929     地方債 14,803,149

      事業用資産 19,326,855     長期未払金 -

        土地 7,821,800     退職手当引当金 3,212,724

        立木竹 -     損失補償等引当金 7,330

        建物 32,214,824     その他 14,539

        建物減価償却累計額 -20,959,485   流動負債 2,740,108

        工作物 451,019     １年内償還予定地方債 2,534,418

        工作物減価償却累計額 -241,712     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 168,538

        航空機 -     預り金 23,229

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,923

        その他 - 負債合計 20,777,850

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,409   固定資産等形成分 74,806,327

      インフラ資産 50,720,427   余剰分（不足分） -20,306,046

        土地 3,285,230

        建物 5,686,254

        建物減価償却累計額 -2,972,906

        工作物 148,228,798

        工作物減価償却累計額 -103,564,804

        その他 1,477

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 56,377

      物品 1,756,671

      物品減価償却累計額 -1,116,024

    無形固定資産 81,053

      ソフトウェア 81,053

      その他 -

    投資その他の資産 1,595,004

      投資及び出資金 325,176

        有価証券 37,950

        出資金 287,226

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 107,506

      長期貸付金 49,277

      基金 1,120,537

        減債基金 -

        その他 1,120,537

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,492

  流動資産 2,914,146

    現金預金 398,631

    未収金 28,865

    短期貸付金 35,016

    基金 2,407,325

      財政調整基金 2,191,811

      減債基金 215,514

    棚卸資産 47,582

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,274 純資産合計 54,500,281

資産合計 75,278,131 負債及び純資産合計 75,278,131

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

科目名 金額

  経常費用 15,666,476

    業務費用 9,847,295

      人件費 2,965,408

        職員給与費 2,290,993

        賞与等引当金繰入額 168,538

        退職手当引当金繰入額 253,207

        その他 252,670

      物件費等 6,660,861

        物件費 2,859,184

        維持補修費 421,025

        減価償却費 3,371,002

        その他 9,650

      その他の業務費用 221,026

        支払利息 163,513

        徴収不能引当金繰入額 5,700

        その他 51,813

    移転費用 5,819,181

      補助金等 3,069,027

      社会保障給付 1,132,195

      他会計への繰出金 1,598,368

      その他 19,591

  経常収益 690,736

    使用料及び手数料 461,034

    その他 229,702

純経常行政コスト 14,975,740

  臨時損失 78,997

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 78,997

    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 15,047,200

    その他 -

  臨時利益 7,537

    資産売却益 7,537



【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)

前年度末純資産残高 56,250,972 77,422,732 -21,171,760

  純行政コスト（△） -15,047,200 -15,047,200

  財源 12,416,548 12,416,548

    税収等 10,061,086 10,061,086

    国県等補助金 2,355,462 2,355,462

  本年度差額 -2,630,653 -2,630,653

  固定資産等の変動（内部変動） -3,486,118 3,486,118

    有形固定資産等の増加 430,732 -430,732

    有形固定資産等の減少 -3,448,721 3,448,721

    貸付金・基金等の増加 484,117 -484,117

    貸付金・基金等の減少 -952,247 952,247

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 879,962 879,962

  その他 - -10,248 10,248

  本年度純資産変動額 -1,750,691 -2,616,405 865,714

本年度末純資産残高 54,500,281 74,806,327 -20,306,046

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）

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 12,004,478

    業務費用支出 6,185,315

      人件費支出 2,709,062

      物件費等支出 3,282,730

      支払利息支出 163,513

      その他の支出 30,009

    移転費用支出 5,819,163

      補助金等支出 3,069,027

      社会保障給付支出 1,132,195

      他会計への繰出支出 1,598,368

      その他の支出 19,573

  業務収入 12,352,701

    税収等収入 10,056,552

    国県等補助金収入 1,629,487

    使用料及び手数料収入 461,628

    その他の収入 205,035

  臨時支出 23,396

    災害復旧事業費支出 23,396

    その他の支出 -

  臨時収入 652,355

業務活動収支 977,182

【投資活動収支】

  投資活動支出 914,850

    公共施設等整備費支出 430,732

    基金積立金支出 472,597

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,068,864

    国県等補助金収入 78,011

    基金取崩収入 911,095

    貸付金元金回収収入 41,152

    資産売却収入 38,035

    その他の収入 571

投資活動収支 154,014

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,332,233

    地方債償還支出 2,323,341

    その他の支出 8,891

  財務活動収入 1,274,458

    地方債発行収入 1,274,458

前年度末歳計外現金残高 26,136

本年度歳計外現金増減額 -2,907

本年度末歳計外現金残高 23,229

本年度末現金預金残高 398,631

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,057,775

本年度資金収支額 73,422

前年度末資金残高 301,980

本年度末資金残高 375,402


