
【様式第1号】

【全体会計】 （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 37,775,453   固定負債 5,782,707

    有形固定資産 34,395,106     地方債等 3,925,571

      事業用資産 13,187,713     長期未払金 652,498

        土地 7,697,650     退職手当引当金 692,295

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,978,359     その他 512,344

        建物減価償却累計額 △ 7,203,620   流動負債 483,102

        工作物 77,952     １年内償還予定地方債等 353,842

        工作物減価償却累計額 △ 42,417     未払金 13,018

        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 57,640

        航空機 -     預り金 58,602

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,265,809

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 679,789   固定資産等形成分 38,144,642

      インフラ資産 21,090,435   余剰分（不足分） △ 5,845,855

        土地 18,328,510   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 5,007,403

        工作物減価償却累計額 △ 2,289,868

        その他 147,028

        その他減価償却累計額 △ 102,638

        建設仮勘定 -

      物品 511,963

      物品減価償却累計額 △ 395,005

    無形固定資産 54,036

      ソフトウェア 54,036

      その他 -

    投資その他の資産 3,326,311

      投資及び出資金 11,472

        有価証券 -

        出資金 11,472

        その他 -

      長期延滞債権 70,052

      長期貸付金 -

      基金 3,248,676

        減債基金 506,059

        その他 2,742,616

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 3,889

  流動資産 789,144

    現金預金 350,171

    未収金 71,039

    短期貸付金 -

    基金 369,190

      財政調整基金 369,190

      減債基金 -

    棚卸資産 72

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 1,327

  繰延資産 - 純資産合計 32,298,787

資産合計 38,564,597 負債及び純資産合計 38,564,597

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【全体会計】 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 5,621,821

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 64,725

  臨時利益 -

  臨時損失 74,645

    災害復旧事業費 9,920

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 446,165

    その他 175,223

純経常行政コスト 5,547,176

      社会保障給付 405,049

      その他 3,330

  経常収益 621,388

        その他 17,133

    移転費用 3,731,787

      補助金等 3,323,408

      その他の業務費用 63,553

        支払利息 56,373

        徴収不能引当金繰入額 -9,953

        維持補修費 136,266

        減価償却費 401,700

        その他 9,680

        その他 334,847

      物件費等 1,235,294

        物件費 687,648

        職員給与費 725,441

        賞与等引当金繰入額 57,640

        退職手当引当金繰入額 20,000

  経常費用 6,168,563

    業務費用 2,436,776

      人件費 1,137,929

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】

【全体会計】 （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 31,647,245 36,490,783 △ 4,843,538 -

  純行政コスト（△） △ 5,621,821 △ 5,621,821 -

  財源 5,718,555 5,718,555 -

    税収等 4,310,376 4,310,376 -

    国県等補助金 1,408,179 1,408,179 -

  本年度差額 96,735 96,735 -

  固定資産等の変動（内部変動） 180,884 △ 180,884

    有形固定資産等の増加 558,636 △ 558,636

    有形固定資産等の減少 △ 405,116 405,116

    貸付金・基金等の増加 220,373 △ 220,373

    貸付金・基金等の減少 △ 193,009 193,009

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 554,808 1,481,037 △ 926,229 -

  その他 0 △ 8,062 8,062

  本年度純資産変動額 651,543 1,653,860 △ 1,002,317 -

本年度末純資産残高 32,298,787 38,144,642 △ 5,845,855 -

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】

【全体会計】 （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 △ 1,554

本年度末歳計外現金残高 58,602

本年度末現金預金残高 350,171

財務活動収支 △ 57,303

本年度資金収支額 △ 2,596

前年度末資金残高 271,814

比例連結割合変更に伴う差額 22,352

本年度末資金残高 291,569

    地方債等償還支出 349,798

    その他の支出 8,073

  財務活動収入 300,568

    地方債等発行収入 300,568

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 3,714

投資活動収支 △ 433,525

【財務活動収支】

  財務活動支出 357,871

    その他の支出 -

  投資活動収入 347,191

    国県等補助金収入 215,193

    基金取崩収入 128,284

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 780,716

    公共施設等整備費支出 560,342

    基金積立金支出 220,373

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 488,231

【投資活動収支】

    税収等収入 4,312,364

    国県等補助金収入 1,313,654

    使用料及び手数料収入 446,994

    その他の収入 173,239

  臨時支出 9,920

    移転費用支出 3,731,787

      補助金等支出 3,323,408

      社会保障給付支出 405,049

      その他の支出 3,330

  業務収入 6,246,251

    業務費用支出 2,016,312

      人件費支出 1,117,780

      物件費等支出 826,665

      支払利息支出 56,373

      その他の支出 15,494

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 5,748,099


