
【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 11,612,928   固定負債 3,233,038

    有形固定資産 10,224,937     地方債 2,687,106

      事業用資産 6,272,907     長期未払金 11

        土地 1,764,053     退職手当引当金 545,921

        立木竹 832,287     損失補償等引当金 -

        建物 6,745,381     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,358,745   流動負債 340,819

        工作物 824,151     １年内償還予定地方債 271,255

        工作物減価償却累計額 -534,219     未払金 447

        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 65,752

        航空機 -     預り金 3,364

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,573,857

        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 12,567,801

      インフラ資産 3,783,330   余剰分（不足分） -3,382,884

        土地 358,631

        建物 1,305

        建物減価償却累計額 -1,305

        工作物 8,396,259

        工作物減価償却累計額 -4,974,133

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,574

      物品 468,158

      物品減価償却累計額 -299,458

    無形固定資産 32,030

      ソフトウェア 32,030

      その他 -

    投資その他の資産 1,355,961

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 22,773

      長期貸付金 -

      基金 1,274,139

        減債基金 -

        その他 1,274,139

      その他 19,000

      徴収不能引当金 -1,478

  流動資産 1,145,846

    現金預金 179,603

    未収金 12,059

    短期貸付金 -

    基金 954,873

      財政調整基金 805,765

      減債基金 149,108

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -689 純資産合計 9,184,917

資産合計 12,758,774 負債及び純資産合計 12,758,774

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 3,202,498

    業務費用 1,758,172

      人件費 719,321

        職員給与費 500,900

        賞与等引当金繰入額 65,752

        退職手当引当金繰入額 -7,330

        その他 159,999

      物件費等 1,003,224

        物件費 603,049

        維持補修費 70,494

        減価償却費 326,741

        その他 2,939

      その他の業務費用 35,628

        支払利息 20,288

        徴収不能引当金繰入額 -384

        その他 15,724

    移転費用 1,444,325

      補助金等 620,535

      社会保障給付 399,911

      他会計への繰出金 419,552

      その他 4,329

  経常収益 104,446

    使用料及び手数料 30,103

    その他 74,344

純経常行政コスト 3,098,051

  臨時損失 7,301

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,301

    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 3,105,352

    その他 -

  臨時利益 -

    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 9,204,842 12,448,358 -3,243,516

  純行政コスト（△） -3,105,352 -3,105,352

  財源 3,083,713 3,083,713

    税収等 2,577,497 2,577,497

    国県等補助金 506,216 506,216

  本年度差額 -21,639 -21,639

  固定資産等の変動（内部変動） 117,728 -117,728

    有形固定資産等の増加 363,378 -363,378

    有形固定資産等の減少 -334,042 334,042

    貸付金・基金等の増加 162,668 -162,668

    貸付金・基金等の減少 -74,276 74,276

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,715 1,715

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -19,924 119,443 -139,368

本年度末純資産残高 9,184,917 12,567,801 -3,382,884

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 2,871,563

    業務費用支出 1,427,143

      人件費支出 705,648

      物件費等支出 680,280

      支払利息支出 20,288

      その他の支出 20,927

    移転費用支出 1,444,420

      補助金等支出 620,630

      社会保障給付支出 399,911

      他会計への繰出支出 419,552

      その他の支出 4,329

  業務収入 3,200,815

    税収等収入 2,581,585

    国県等補助金収入 506,216

    使用料及び手数料収入 29,732

    その他の収入 83,282

  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 329,252

【投資活動収支】

  投資活動支出 526,046

    公共施設等整備費支出 363,378

    基金積立金支出 162,668

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 73,184

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 73,184

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -452,862

【財務活動収支】

  財務活動支出 240,430

    地方債償還支出 240,430

    その他の支出 -

  財務活動収入 339,063

    地方債発行収入 339,063

前年度末歳計外現金残高 4,054

本年度歳計外現金増減額 -690

本年度末歳計外現金残高 3,364

本年度末現金預金残高 179,603

    その他の収入 -

財務活動収支 98,633

本年度資金収支額 -24,977

前年度末資金残高 201,216

本年度末資金残高 176,239


