
一般会計等 【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 105,019,879   固定負債 36,470,141

    有形固定資産 88,330,691     地方債 32,421,140

      事業用資産 54,184,503     長期未払金 -

        土地 15,240,201     退職手当引当金 4,033,951

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 68,411,101     その他 15,051

        建物減価償却累計額 -32,770,427   流動負債 3,779,782

        工作物 9,508,050     １年内償還予定地方債 3,400,101

        工作物減価償却累計額 -6,241,470     未払金 25

        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 231,105

        航空機 -     預り金 143,534

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,017

        その他 - 負債合計 40,249,923

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 37,050   固定資産等形成分 107,777,370

      インフラ資産 31,529,519   余剰分（不足分） -39,604,186

        土地 713,306

        建物 12,000

        建物減価償却累計額 -324

        工作物 107,605,084

        工作物減価償却累計額 -76,898,137

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 97,590

      物品 4,053,948

      物品減価償却累計額 -1,437,279

    無形固定資産 331,730

      ソフトウェア 248,319

      その他 83,411

    投資その他の資産 16,357,459

      投資及び出資金 6,701,463

        有価証券 20,000

        出資金 6,681,463

        その他 -

      投資損失引当金 -8,600

      長期延滞債権 575,543

      長期貸付金 18,358

      基金 9,115,601

        減債基金 1,591,267

        その他 7,524,334

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,906

  流動資産 3,403,228

    現金預金 544,440

    未収金 101,301

    短期貸付金 -

    基金 2,757,491

      財政調整基金 2,757,491

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3 純資産合計 68,173,184

資産合計 108,423,108 負債及び純資産合計 108,423,108

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



一般会計等 【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 7,613

純行政コスト 21,964,288

    その他 300,153

  臨時利益 12,928

    資産売却益 5,315

    資産除売却損 439,904

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 21,066,361

  臨時損失 910,854

    災害復旧事業費 170,797

  経常収益 1,586,614

    使用料及び手数料 871,650

    その他 714,963

      社会保障給付 3,336,250

      他会計への繰出金 3,196,377

      その他 13,661

        その他 94,402

    移転費用 10,805,762

      補助金等 4,259,474

      その他の業務費用 544,753

        支払利息 429,605

        徴収不能引当金繰入額 20,746

        維持補修費 256,333

        減価償却費 3,794,601

        その他 75,947

        その他 719,434

      物件費等 8,167,712

        物件費 4,040,832

        職員給与費 2,166,289

        賞与等引当金繰入額 231,105

        退職手当引当金繰入額 17,920

  経常費用 22,652,975

    業務費用 11,847,213

      人件費 3,134,749

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



一般会計等 【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 67,965,721 107,815,477 -39,849,756

  純行政コスト（△） -21,964,288 -21,964,288

  財源 21,647,452 21,647,452

    税収等 17,624,220 17,624,220

    国県等補助金 4,023,233 4,023,233

  本年度差額 -316,835 -316,835

  固定資産等の変動（内部変動） -562,405 562,405

    有形固定資産等の増加 2,889,737 -2,889,737

    有形固定資産等の減少 -4,289,222 4,289,222

    貸付金・基金等の増加 1,831,569 -1,831,569

    貸付金・基金等の減少 -994,490 994,490

  資産評価差額 -31,717 -31,717

  無償所管換等 556,016 556,016

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 207,463 -38,107 245,570

本年度末純資産残高 68,173,184 107,777,370 -39,604,186

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



一般会計等 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 123,698

本年度歳計外現金増減額 19,836

本年度末歳計外現金残高 143,534

本年度末現金預金残高 544,440

    その他の収入 -

財務活動収支 -885,723

本年度資金収支額 -752,371

前年度末資金残高 1,153,277

本年度末資金残高 400,906

  財務活動支出 3,926,023

    地方債償還支出 3,876,955

    その他の支出 49,068

  財務活動収入 3,040,300

    地方債発行収入 3,040,300

    貸付金元金回収収入 1,534

    資産売却収入 7,133

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,482,852

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,238,098

    国県等補助金収入 248,584

    基金取崩収入 980,847

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,720,950

    公共施設等整備費支出 2,889,737

    基金積立金支出 1,770,070

    投資及び出資金支出 61,143

  臨時支出 405,089

    災害復旧事業費支出 170,797

    その他の支出 234,292

  臨時収入 137,527

業務活動収支 3,616,205

  業務収入 22,845,691

    税収等収入 17,617,580

    国県等補助金収入 3,644,734

    使用料及び手数料収入 870,617

    その他の収入 712,759

    移転費用支出 10,805,762

      補助金等支出 4,259,474

      社会保障給付支出 3,336,250

      他会計への繰出支出 3,196,377

      その他の支出 13,661

    業務費用支出 8,156,162

      人件費支出 3,259,044

      物件費等支出 4,373,111

      支払利息支出 429,605

      その他の支出 94,402

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 18,961,924


