
全体会計 【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 149,923,432   固定負債 63,212,640

    有形固定資産 132,781,022     地方債等 58,312,339

      事業用資産 55,051,775     長期未払金 -

        土地 15,639,181     退職手当引当金 4,586,743

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 69,354,584     その他 313,558

        建物減価償却累計額 -33,254,186   流動負債 5,607,886

        工作物 9,581,505     １年内償還予定地方債等 4,791,738

        工作物減価償却累計額 -6,306,358     未払金 391,242

        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 260,591

        航空機 -     預り金 144,627

        航空機減価償却累計額 -     その他 19,689

        その他 - 負債合計 68,820,526

        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 152,907,130

      インフラ資産 75,059,818   余剰分（不足分） -66,470,253

        土地 4,094,089   他団体出資等分 -

        建物 3,454,854

        建物減価償却累計額 -1,162,843

        工作物 149,055,155

        工作物減価償却累計額 -84,384,658

        その他 9,867,641

        その他減価償却累計額 -6,274,022

        建設仮勘定 409,601

      物品 4,403,378

      物品減価償却累計額 -1,733,949

    無形固定資産 367,490

      ソフトウェア 283,690

      その他 83,800

    投資その他の資産 16,774,920

      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 -

      長期延滞債権 1,011,632

      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 1,342

      徴収不能引当金 -64,876

  流動資産 5,333,970

    現金預金 1,824,788

    未収金 348,948

    短期貸付金 -

    基金 2,983,698

      財政調整基金 2,983,698

      減債基金 -

    棚卸資産 176,541

    その他 -

    徴収不能引当金 -5

  繰延資産 - 純資産合計 86,436,876

資産合計 155,257,402 負債及び純資産合計 155,257,402

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



全体会計 【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 36,130,274

    業務費用 15,852,132

      人件費 3,604,300

        職員給与費 2,419,301

        賞与等引当金繰入額 257,629

        退職手当引当金繰入額 102,787

        その他 824,583

      物件費等 10,765,096

        物件費 4,836,409

        維持補修費 274,206

        減価償却費 5,539,022

        その他 115,459

      その他の業務費用 1,482,736

        支払利息 946,258

        徴収不能引当金繰入額 40,717

        その他 495,762

    移転費用 20,278,142

      補助金等 8,012,849

      社会保障給付 12,250,542

      その他 14,750

  経常収益 2,894,192

    使用料及び手数料 1,618,820

    その他 1,275,373

純経常行政コスト 33,236,081

  臨時損失 931,088

    災害復旧事業費 170,797

    資産除売却損 444,265

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 316,025

  臨時利益 13,376

    資産売却益 5,758

    その他 7,618

純行政コスト 34,153,793



全体会計 【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 86,127,891 153,356,117 -67,228,225 -

  純行政コスト（△） -34,153,793 -34,153,793 -

  財源 33,950,000 33,950,000 -

    税収等 26,102,515 26,102,515 -

    国県等補助金 7,847,485 7,847,485 -

  本年度差額 -203,793 -203,793 -

  固定資産等の変動（内部変動） -972,785 972,785

    有形固定資産等の増加 4,261,943 -4,261,943

    有形固定資産等の減少 -6,066,743 6,066,743

    貸付金・基金等の増加 1,850,442 -1,850,442

    貸付金・基金等の減少 -1,018,427 1,018,427

  資産評価差額 -31,717 -31,717

  無償所管換等 555,516 555,516

  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 -11,020 - -11,020

  本年度純資産変動額 308,985 -448,987 757,972 -

本年度末純資産残高 86,436,876 152,907,130 -66,470,253 -

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



全体会計 【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 30,572,866

    業務費用支出 10,294,724

      人件費支出 3,647,788

      物件費等支出 5,231,447

      支払利息支出 946,258

      その他の支出 469,232

    移転費用支出 20,278,142

      補助金等支出 8,012,849

      社会保障給付支出 12,250,542

      その他の支出 14,750

  業務収入 35,963,812

    税収等収入 25,661,839

    国県等補助金収入 7,468,987

    使用料及び手数料収入 1,602,912

    その他の収入 1,230,075

  臨時支出 407,784

    災害復旧事業費支出 170,797

    その他の支出 236,987

  臨時収入 137,532

業務活動収支 5,120,694

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,986,252

    公共施設等整備費支出 4,141,028

    基金積立金支出 1,784,081

    投資及び出資金支出 61,143

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,747,976

    国県等補助金収入 745,404

    基金取崩収入 980,847

    貸付金元金回収収入 1,534

    資産売却収入 14,659

    その他の収入 5,532

投資活動収支 -4,238,277

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,268,667

    地方債等償還支出 5,218,338

    その他の支出 50,329

  財務活動収入 3,942,100

    地方債等発行収入 3,942,100

    その他の収入 -

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 1,824,788

財務活動収支 -1,326,567

本年度資金収支額 -444,149

前年度末資金残高 2,125,403

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,681,254


