
【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 50,089,766   固定負債 6,953,553

    有形固定資産 42,220,570     地方債 5,515,777

      事業用資産 33,188,451     長期未払金 -

        土地 21,625,705     退職手当引当金 854,101

        立木竹 -     損失補償等引当金 583,675

        建物 27,270,554     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,845,172   流動負債 927,497

        工作物 3,028,579     １年内償還予定地方債 789,628

        工作物減価償却累計額 -1,891,215     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 84,228

        航空機 -     預り金 53,640

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,881,050

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 52,961,707

      インフラ資産 8,592,418   余剰分（不足分） -7,382,604

        土地 4,224,822

        建物 1,188

        建物減価償却累計額 -

        工作物 8,330,926

        工作物減価償却累計額 -3,964,519

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,010,506

      物品減価償却累計額 -570,805

    無形固定資産 91,449

      ソフトウェア 91,449

      その他 -

    投資その他の資産 7,777,747

      投資及び出資金 2,306,616

        有価証券 912

        出資金 2,305,704

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 32,816

      長期貸付金 1,580,793

      基金 3,859,518

        減債基金 1,381,673

        その他 2,477,845

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,997

  流動資産 3,370,388

    現金預金 488,317

    未収金 5,044

    短期貸付金 48,266

    基金 2,823,676

      財政調整基金 2,823,676

      減債基金 -

    棚卸資産 5,463

    その他 -

    徴収不能引当金 -377 純資産合計 45,579,104

資産合計 53,460,154 負債及び純資産合計 53,460,154

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 7,121,619

    業務費用 3,492,127

      人件費 1,185,673

        職員給与費 1,009,469

        賞与等引当金繰入額 84,228

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 91,975

      物件費等 2,222,296

        物件費 1,343,861

        維持補修費 46,502

        減価償却費 827,488

        その他 4,446

      その他の業務費用 84,157

        支払利息 63,114

        徴収不能引当金繰入額 2,374

        その他 18,669

    移転費用 3,629,492

      補助金等 1,361,811

      社会保障給付 1,411,414

      他会計への繰出金 852,454

      その他 3,814

  経常収益 851,012

    使用料及び手数料 310,256

    その他 540,756

純経常行政コスト 6,270,607

  臨時損失 -

    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 1,751

純行政コスト 6,268,856

    その他 -

  臨時利益 1,751

    資産売却益 -



【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 38,773,304 52,752,504 -13,979,199

  純行政コスト（△） -6,268,856 -6,268,856

  財源 7,116,832 7,116,832

    税収等 5,697,211 5,697,211

    国県等補助金 1,419,622 1,419,622

  本年度差額 847,976 847,976

  固定資産等の変動（内部変動） 75,002 -75,002

    有形固定資産等の増加 510,855 -510,855

    有形固定資産等の減少 -827,488 827,488

    貸付金・基金等の増加 544,991 -544,991

    貸付金・基金等の減少 -153,356 153,356

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 134,201 134,201

  その他 5,823,622 - 5,823,622

  本年度純資産変動額 6,805,799 209,204 6,596,596

本年度末純資産残高 45,579,104 52,961,707 -7,382,604

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 6,290,062

    業務費用支出 2,660,569

      人件費支出 1,179,433

      物件費等支出 1,403,497

      支払利息支出 63,114

      その他の支出 14,525

    移転費用支出 3,629,492

      補助金等支出 1,361,811

      社会保障給付支出 1,411,414

      他会計への繰出支出 852,454

      その他の支出 3,814

  業務収入 7,304,115

    税収等収入 5,702,108

    国県等補助金収入 1,121,191

    使用料及び手数料収入 310,685

    その他の収入 170,132

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 192,485

業務活動収支 1,206,539

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,055,193

    公共施設等整備費支出 510,855

    基金積立金支出 543,721

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 616

    その他の支出 -

  投資活動収入 253,757

    国県等補助金収入 105,946

    基金取崩収入 98,903

    貸付金元金回収収入 48,908

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -801,436

【財務活動収支】

  財務活動支出 769,990

    地方債償還支出 769,990

    その他の支出 -

  財務活動収入 491,900

    地方債発行収入 491,900

前年度末歳計外現金残高 51,576

本年度歳計外現金増減額 2,064

本年度末歳計外現金残高 53,640

本年度末現金預金残高 488,317

    その他の収入 -

財務活動収支 -278,090

本年度資金収支額 127,013

前年度末資金残高 307,665

本年度末資金残高 434,677


