
【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 88,851,907   固定負債 25,388,513

    有形固定資産 86,976,786     地方債等 21,877,050

      事業用資産 20,546,065     長期未払金 -

        土地 8,055,841     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 33,944,818     その他 291,409

        建物減価償却累計額 -21,726,624   流動負債 3,388,860

        工作物 674,992     １年内償還予定地方債等 3,158,637

        工作物減価償却累計額 -443,372     未払金 1,247

        船舶 -     未払費用 615

        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 184,922

        航空機 -     預り金 23,229

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,210

        その他 - 負債合計 28,777,373

        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 91,410,645

      インフラ資産 65,641,691   余剰分（不足分） -27,667,593

        土地 3,661,760   他団体出資等分 -

        建物 9,991,142

        建物減価償却累計額 -5,121,950

        工作物 168,658,512

        工作物減価償却累計額 -111,723,423

        その他 1,477

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 174,173

      物品 2,241,380

      物品減価償却累計額 -1,452,351

    無形固定資産 88,970

      ソフトウェア 88,970

      その他 -

    投資その他の資産 1,786,151

      投資及び出資金 325,176

        有価証券 37,950

        出資金 287,226

        その他 -

      長期延滞債権 167,876

      長期貸付金 49,277

      基金 1,254,354

        減債基金 -

        その他 1,254,354

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,532

  流動資産 3,668,518

    現金預金 1,004,236

    未収金 60,104

    短期貸付金 35,016

    基金 2,523,721

      財政調整基金 2,308,207

      減債基金 215,514

    棚卸資産 47,582

    その他 3,200

    徴収不能引当金 -5,341

  繰延資産 - 純資産合計 63,743,052

資産合計 92,520,425 負債及び純資産合計 92,520,425

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）

    資産売却益 7,537

    その他 4,508

純行政コスト 20,008,496

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,946

  臨時利益 12,045

  臨時損失 229,799

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 212,853

    使用料及び手数料 924,727

    その他 371,580

純経常行政コスト 19,790,742

      社会保障給付 1,133,009

      その他 35,154

  経常収益 1,296,307

        その他 97,625

    移転費用 9,619,089

      補助金等 8,250,232

      その他の業務費用 433,931

        支払利息 329,032

        徴収不能引当金繰入額 7,273

        維持補修費 450,919

        減価償却費 4,004,805

        その他 10,932

        その他 255,962

      物件費等 7,809,872

        物件費 3,343,216

        職員給与費 2,529,916

        賞与等引当金繰入額 185,072

        退職手当引当金繰入額 253,207

  経常費用 21,087,049

    業務費用 11,467,960

      人件費 3,224,158

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

科目名 金額



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 65,169,377 94,272,015 -29,102,637 -

  純行政コスト（△） -20,008,496 -20,008,496 -

  財源 17,352,930 17,352,930 -

    税収等 13,216,469 13,216,469 -

    国県等補助金 4,136,460 4,136,460 -

  本年度差額 -2,655,567 -2,655,567 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,082,966 4,082,966

    有形固定資産等の増加 632,092 -632,092

    有形固定資産等の減少 -4,216,380 4,216,380

    貸付金・基金等の増加 489,450 -489,450

    貸付金・基金等の減少 -988,129 988,129

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,229,241 1,229,241

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - -7,645 7,645

  本年度純資産変動額 -1,426,325 -2,861,370 1,435,045 -

本年度末純資産残高 63,743,052 91,410,645 -27,667,593 -

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



【様式第4号】

（単位：千円）

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 1,004,236

財務活動収支 -1,521,127

本年度資金収支額 -21,075

前年度末資金残高 1,002,081

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 981,006

    地方債等償還支出 2,930,281

    その他の支出 9,203

  財務活動収入 1,418,358

    地方債等発行収入 1,418,358

    その他の収入 -

    資産売却収入 38,035

    その他の収入 15,260

投資活動収支 3,835

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,939,485

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,131,022

    国県等補助金収入 89,598

    基金取崩収入 946,977

    貸付金元金回収収入 41,152

  投資活動支出 1,127,187

    公共施設等整備費支出 637,736

    基金積立金支出 477,930

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,520

    災害復旧事業費支出 23,396

    その他の支出 16,946

  臨時収入 656,863

業務活動収支 1,496,217

【投資活動収支】

    税収等収入 13,115,218

    国県等補助金収入 3,404,485

    使用料及び手数料収入 941,223

    その他の収入 350,593

  臨時支出 40,342

    移転費用支出 9,622,315

      補助金等支出 8,250,232

      社会保障給付支出 1,133,009

      その他の支出 38,381

  業務収入 17,811,519

    業務費用支出 7,309,508

      人件費支出 2,968,337

      物件費等支出 3,922,793

      支払利息支出 329,032

      その他の支出 89,345

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 16,931,823


