
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 69,702,949   固定負債 29,492,881

    有形固定資産 64,264,887     地方債 25,785,286

      事業用資産 25,193,852     長期未払金 197,797

        土地 10,986,840     退職手当引当金 3,509,798

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 38,079,134     その他 -

        建物減価償却累計額 -25,271,031   流動負債 3,838,549

        工作物 350,921     １年内償還予定地方債 3,061,935

        工作物減価償却累計額 -     未払金 493,489

        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 229,930

        航空機 -     預り金 53,195

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 33,331,430

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,047,988   固定資産等形成分 75,213,291

      インフラ資産 38,703,749   余剰分（不足分） -32,488,071

        土地 211,227

        建物 88,131

        建物減価償却累計額 -39,246

        工作物 50,752,011

        工作物減価償却累計額 -12,337,065

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,690

      物品 1,070,805

      物品減価償却累計額 -703,518

    無形固定資産 135,346

      ソフトウェア 135,346

      その他 -

    投資その他の資産 5,302,716

      投資及び出資金 1,390,232

        有価証券 183,090

        出資金 649,408

        その他 557,734

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 384,360

      長期貸付金 156,626

      基金 3,610,969

        減債基金 -

        その他 3,610,969

      その他 -

      徴収不能引当金 -239,472

  流動資産 6,353,700

    現金預金 806,826

    未収金 41,454

    短期貸付金 26,976

    基金 5,483,366

      財政調整基金 3,829,421

      減債基金 1,653,945

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,921 純資産合計 42,725,220

資産合計 76,056,649 負債及び純資産合計 76,056,649

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （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 15,831,071

    業務費用 7,815,414

      人件費 3,057,183

        職員給与費 2,580,982

        賞与等引当金繰入額 229,930

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 246,270

      物件費等 4,433,971

        物件費 2,469,540

        維持補修費 215,405

        減価償却費 1,747,005

        その他 2,021

      その他の業務費用 324,260

        支払利息 250,620

        徴収不能引当金繰入額 997

        その他 72,643

    移転費用 8,015,657

      補助金等 3,582,862

      社会保障給付 2,910,072

      他会計への繰出金 1,502,773

      その他 19,950

  経常収益 750,437

    使用料及び手数料 318,104

    その他 432,333

純経常行政コスト 15,080,635

  臨時損失 122,154

    災害復旧事業費 113,119

    資産除売却損 9,035

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 475,360

純行政コスト 14,719,533

    その他 -

  臨時利益 483,256

    資産売却益 7,896



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 39,969,750 71,958,501 -31,988,751

  純行政コスト（△） -14,719,533 -14,719,533

  財源 17,482,709 17,482,709

    税収等 12,462,125 12,462,125

    国県等補助金 5,020,584 5,020,584

  本年度差額 2,763,176 2,763,176

  固定資産等の変動（内部変動） 3,236,279 -3,236,279

    有形固定資産等の増加 5,162,072 -5,162,072

    有形固定資産等の減少 -1,756,040 1,756,040

    貸付金・基金等の増加 591,153 -591,153

    貸付金・基金等の減少 -760,905 760,905

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,706 -7,706

  その他 - 26,217 -26,217

  本年度純資産変動額 2,755,470 3,254,790 -499,320

本年度末純資産残高 42,725,220 75,213,291 -32,488,071

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】

会計：一般会計等 （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 14,066,094

    業務費用支出 6,050,437

      人件費支出 3,040,208

      物件費等支出 2,701,743

      支払利息支出 250,620

      その他の支出 57,866

    移転費用支出 8,015,657

      補助金等支出 3,582,862

      社会保障給付支出 2,910,072

      他会計への繰出支出 1,502,773

      その他の支出 19,950

  業務収入 16,211,887

    税収等収入 12,478,973

    国県等補助金収入 3,122,620

    使用料及び手数料収入 322,244

    その他の収入 288,050

  臨時支出 113,119

    災害復旧事業費支出 113,119

    その他の支出 -

  臨時収入 59,189

業務活動収支 2,091,863

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,797,962

    公共施設等整備費支出 5,162,072

    基金積立金支出 591,153

    投資及び出資金支出 44,737

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,609,748

    国県等補助金収入 1,838,776

    基金取崩収入 735,150

    貸付金元金回収収入 25,755

    資産売却収入 10,067

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,188,214

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,085,043

    地方債償還支出 3,085,043

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,138,100

    地方債発行収入 4,138,100

前年度末歳計外現金残高 49,986

本年度歳計外現金増減額 3,209

本年度末歳計外現金残高 53,195

本年度末現金預金残高 806,826

    その他の収入 -

財務活動収支 1,053,057

本年度資金収支額 -43,294

前年度末資金残高 796,925

本年度末資金残高 753,631
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