
【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 4,580,581   固定負債 2,506,910

    有形固定資産 3,843,588     地方債 2,402,130

      事業用資産 2,675,962     長期未払金 -

        土地 1,907,357     退職手当引当金 104,780

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 2,980,589     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,309,340   流動負債 225,213

        工作物 85,260     １年内償還予定地方債 199,443

        工作物減価償却累計額 -     未払金 -

        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 25,770

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,732,123

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,096   固定資産等形成分 5,485,519

      インフラ資産 1,129,697   余剰分（不足分） -2,500,783

        土地 8,122

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1,786,615

        工作物減価償却累計額 -665,657

        その他 2,555

        その他減価償却累計額 -1,938

        建設仮勘定 -

      物品 41,180

      物品減価償却累計額 -3,251

    無形固定資産 3,564

      ソフトウェア 3,564

      その他 -

    投資その他の資産 733,429

      投資及び出資金 52,187

        有価証券 -

        出資金 52,187

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,711

      長期貸付金 -

      基金 671,878

        減債基金 21,369

        その他 650,509

      その他 -

      徴収不能引当金 -347

  流動資産 1,136,278

    現金預金 228,642

    未収金 2,697

    短期貸付金 -

    基金 904,938

      財政調整基金 904,938

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 2,984,736

資産合計 5,716,859 負債及び純資産合計 5,716,859

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）

    その他 -

純行政コスト 2,199,695

    その他 -

  臨時利益 341

    資産売却益 341

    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 2,200,036

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 54,830

    使用料及び手数料 14,420

    その他 40,410

      社会保障給付 138,905

      他会計への繰出金 217,662

      その他 846

        その他 3,311

    移転費用 815,830

      補助金等 458,417

      その他の業務費用 21,858

        支払利息 18,200

        徴収不能引当金繰入額 347

        維持補修費 67,129

        減価償却費 84,137

        その他 337

        その他 122,070

      物件費等 761,818

        物件費 610,215

        職員給与費 446,791

        賞与等引当金繰入額 25,770

        退職手当引当金繰入額 60,729

  経常費用 2,254,866

    業務費用 1,439,036

      人件費 655,360

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】

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 2,915,470 5,357,953 -2,442,483

  純行政コスト（△） -2,199,695 -2,199,695

  財源 2,268,961 2,268,961

    税収等 1,943,082 1,943,082

    国県等補助金 325,879 325,879

  本年度差額 69,266 69,266

  固定資産等の変動（内部変動） 128,375 -128,375

    有形固定資産等の増加 136,426 -136,426

    有形固定資産等の減少 -84,137 84,137

    貸付金・基金等の増加 148,059 -148,059

    貸付金・基金等の減少 -71,973 71,973

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - -809 809

  本年度純資産変動額 69,266 127,566 -58,300

本年度末純資産残高 2,984,736 5,485,519 -2,500,783

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）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 228,642

    その他の収入 -

財務活動収支 24,264

本年度資金収支額 25,435

前年度末資金残高 203,207

本年度末資金残高 228,642

  財務活動支出 183,104

    地方債償還支出 183,104

    その他の支出 -

  財務活動収入 207,368

    地方債発行収入 207,368

    貸付金元金回収収入 4,000

    資産売却収入 341

    その他の収入 -

投資活動収支 -166,150

【財務活動収支】

    貸付金支出 4,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 118,335

    国県等補助金収入 46,362

    基金取崩収入 67,632

【投資活動収支】

  投資活動支出 284,485

    公共施設等整備費支出 136,426

    基金積立金支出 144,059

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 167,322

  業務収入 2,278,199

    税収等収入 1,943,717

    国県等補助金収入 279,517

    使用料及び手数料収入 14,555

    その他の収入 40,410

    移転費用支出 815,830

      補助金等支出 458,417

      社会保障給付支出 138,905

      他会計への繰出支出 217,662

      その他の支出 846

    業務費用支出 1,295,047

      人件費支出 595,855

      物件費等支出 679,592

      支払利息支出 18,200

      その他の支出 1,400

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 2,110,877


