
【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 196,848,364   固定負債 44,466,300

    有形固定資産 180,929,428     地方債 40,770,263

      事業用資産 54,989,140     長期未払金 -

        土地 21,146,454     退職手当引当金 3,696,037

        立木竹 565,287     損失補償等引当金 -

        建物 70,314,072     その他 -

        建物減価償却累計額 -39,346,943   流動負債 4,794,901

        工作物 7,767,049     １年内償還予定地方債 4,319,391

        工作物減価償却累計額 -5,676,417     未払金 -

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -17,282     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 251,097

        航空機 -     預り金 224,413

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 49,261,201

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 116,068   固定資産等形成分 199,853,646

      インフラ資産 124,741,835   余剰分（不足分） -46,772,756

        土地 7,470,545

        建物 2,424,209

        建物減価償却累計額 -992,147

        工作物 201,931,968

        工作物減価償却累計額 -87,728,762

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,636,023

      物品 5,985,536

      物品減価償却累計額 -4,787,084

    無形固定資産 15,124

      ソフトウェア 15,124

      その他 -

    投資その他の資産 15,903,812

      投資及び出資金 938,366

        有価証券 47,147

        出資金 891,219

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 492,899

      長期貸付金 1,945,594

      基金 12,539,768

        減債基金 3,028,180

        その他 9,511,588

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,815

  流動資産 5,493,727

    現金預金 1,269,616

    未収金 1,220,915

    短期貸付金 -

    基金 3,005,282

      財政調整基金 3,005,282

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,085 純資産合計 153,080,890

資産合計 202,342,091 負債及び純資産合計 202,342,091

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 25,378,728

    その他 -

  臨時利益 4,009

    資産売却益 4,009

    資産除売却損 84,384

    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 25,298,353

  臨時損失 84,384

    災害復旧事業費 -

  経常収益 841,839

    使用料及び手数料 384,278

    その他 457,561

      社会保障給付 3,331,243

      他会計への繰出金 1,621,646

      その他 248,163

        その他 142,989

    移転費用 9,744,106

      補助金等 4,543,054

      その他の業務費用 497,112

        支払利息 339,222

        徴収不能引当金繰入額 14,901

        維持補修費 800,607

        減価償却費 6,065,588

        その他 -

        その他 579,865

      物件費等 11,823,442

        物件費 4,957,247

        職員給与費 3,546,791

        賞与等引当金繰入額 251,097

        退職手当引当金繰入額 -302,222

  経常費用 26,140,192

    業務費用 16,396,086

      人件費 4,075,532

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】

（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 150,682,065 199,520,374 -48,838,310

  純行政コスト（△） -25,378,728 -25,378,728

  財源 26,340,466 26,340,466

    税収等 18,939,581 18,939,581

    国県等補助金 7,400,885 7,400,885

  本年度差額 961,737 961,737

  固定資産等の変動（内部変動） -1,424,593 1,424,593

    有形固定資産等の増加 4,298,853 -4,298,853

    有形固定資産等の減少 -6,380,264 6,380,264

    貸付金・基金等の増加 1,469,886 -1,469,886

    貸付金・基金等の減少 -813,068 813,068

  資産評価差額 26,854 26,854

  無償所管換等 1,731,011 1,731,011

  その他 -320,777 - -320,777

  本年度純資産変動額 2,398,826 333,272 2,065,554

本年度末純資産残高 153,080,890 199,853,646 -46,772,756

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 248,597

本年度歳計外現金増減額 -24,184

本年度末歳計外現金残高 224,413

本年度末現金預金残高 1,269,616

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,273,982

本年度資金収支額 390,846

前年度末資金残高 654,357

本年度末資金残高 1,045,203

  財務活動支出 5,037,782

    地方債償還支出 5,037,782

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,763,800

    地方債発行収入 3,763,800

    貸付金元金回収収入 987

    資産売却収入 36,143

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,220,059

【財務活動収支】

    貸付金支出 492,874

    その他の支出 10,000

  投資活動収入 2,843,825

    国県等補助金収入 2,517,809

    基金取崩収入 288,886

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,063,884

    公共施設等整備費支出 4,100,167

    基金積立金支出 460,843

    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 3,884,887

  業務収入 24,226,698

    税収等収入 18,937,409

    国県等補助金収入 4,451,899

    使用料及び手数料収入 382,848

    その他の収入 454,543

    移転費用支出 9,744,106

      補助金等支出 4,543,054

      社会保障給付支出 3,331,243

      他会計への繰出支出 1,621,646

      その他の支出 248,163

    業務費用支出 10,597,705

      人件費支出 4,370,925

      物件費等支出 5,872,559

      支払利息支出 339,222

      その他の支出 14,998

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 20,341,811


