
【様式第1号】

【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 33,979,118   固定負債 3,400,102

    有形固定資産 31,109,675     地方債 2,876,002

      事業用資産 12,090,677     長期未払金 2,149

        土地 7,693,117     退職手当引当金 521,951

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,408,719     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 7,027,629   流動負債 369,245

        工作物 22,170     １年内償還予定地方債 259,349

        工作物減価償却累計額 △ 5,700     未払金 5,299

        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 46,688

        航空機 -     預り金 57,909

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,769,347

        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 34,311,948

      インフラ資産 18,965,646   余剰分（不足分） △ 3,646,803

        土地 18,306,623

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1,680,903

        工作物減価償却累計額 △ 1,021,880

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 333,584

      物品減価償却累計額 △ 280,232

    無形固定資産 36,736

      ソフトウェア 36,736

      その他 -

    投資その他の資産 2,832,706

      投資及び出資金 11,472

        有価証券 -

        出資金 11,472

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 33,902

      長期貸付金 -

      基金 2,789,217

        減債基金 506,059

        その他 2,283,158

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 1,885

  流動資産 455,375

    現金預金 83,527

    未収金 40,265

    短期貸付金 -

    基金 332,831

      財政調整基金 332,831

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 1,248 純資産合計 30,665,145

資産合計 34,434,492 負債及び純資産合計 34,434,492

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【一般会計等】 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,536,219

    その他 64,725

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 3,461,574

  臨時損失 74,645

    災害復旧事業費 9,920

  経常収益 211,463

    使用料及び手数料 53,089

    その他 158,374

      社会保障給付 401,764

      他会計への繰出金 234,145

      その他 3,098

        その他 10,311

    移転費用 1,738,592

      補助金等 1,099,585

      その他の業務費用 27,769

        支払利息 27,804

        徴収不能引当金繰入額 △ 10,346

        維持補修費 124,595

        減価償却費 288,808

        その他 6,178

        その他 303,984

      物件費等 970,533

        物件費 550,951

        職員給与費 566,887

        賞与等引当金繰入額 46,688

        退職手当引当金繰入額 18,584

  経常費用 3,673,037

    業務費用 1,934,445

      人件費 936,143

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



【様式第3号】

【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 30,655,997 34,132,462 △ 3,476,465

  純行政コスト（△） △ 3,536,219 △ 3,536,219

  財源 3,545,368 3,545,368

    税収等 2,843,915 2,843,915

    国県等補助金 701,452 701,452

  本年度差額 9,148 9,148

  固定資産等の変動（内部変動） 188,162 △ 188,162

    有形固定資産等の増加 472,809 △ 472,809

    有形固定資産等の減少 △ 288,808 288,808

    貸付金・基金等の増加 178,017 △ 178,017

    貸付金・基金等の減少 △ 173,856 173,856

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - △ 8,676 8,676

  本年度純資産変動額 9,148 179,486 △ 170,338

本年度末純資産残高 30,665,145 34,311,948 △ 3,646,803

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】

【一般会計等】 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 60,156

本年度歳計外現金増減額 △ 2,247

本年度末歳計外現金残高 57,909

本年度末現金預金残高 83,527

    その他の収入 -

財務活動収支 35,537

本年度資金収支額 △ 4,548

前年度末資金残高 30,167

本年度末資金残高 25,618

  財務活動支出 259,963

    地方債償還支出 254,733

    その他の支出 5,231

  財務活動収入 295,500

    地方債発行収入 295,500

    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 △ 328,377

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 324,156

    国県等補助金収入 215,025

    基金取崩収入 109,131

【投資活動収支】

  投資活動支出 652,532

    公共施設等整備費支出 474,515

    基金積立金支出 178,017

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 9,920

    災害復旧事業費支出 9,920

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 288,292

  業務収入 3,673,754

    税収等収入 2,857,299

    国県等補助金収入 607,095

    使用料及び手数料収入 52,968

    その他の収入 156,391

    移転費用支出 1,738,592

      補助金等支出 1,099,585

      社会保障給付支出 401,764

      他会計への繰出支出 234,145

      その他の支出 3,098

    業務費用支出 1,636,950

      人件費支出 917,110

      物件費等支出 681,724

      支払利息支出 27,804

      その他の支出 10,311

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 3,375,542


