
【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 13,308,399   固定負債 1,389,749

    有形固定資産 9,306,704     地方債 938,880

      事業用資産 3,975,801     長期未払金 -

        土地 519,373     退職手当引当金 450,869

        立木竹 25,846     損失補償等引当金 -

        建物 7,648,666     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,369,083   流動負債 133,632

        工作物 510,188     １年内償還予定地方債 92,597

        工作物減価償却累計額 -359,188     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 19,267

        航空機 -     預り金 21,768

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,523,381

        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 16,660,534

      インフラ資産 4,928,989   余剰分（不足分） -1,234,607

        土地 102,781

        建物 63,703

        建物減価償却累計額 -57,470

        工作物 11,095,075

        工作物減価償却累計額 -6,275,099

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,717,925

      物品減価償却累計額 -1,316,012

    無形固定資産 1,982

      ソフトウェア 1,982

      その他 -

    投資その他の資産 3,999,713

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 3,924,655

        減債基金 924,456

        その他 3,000,199

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,640,909

    現金預金 288,774

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 3,352,135

      財政調整基金 3,352,135

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 15,425,927

資産合計 16,949,308 負債及び純資産合計 16,949,308

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【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 2,198,787

    業務費用 1,400,479

      人件費 286,545

        職員給与費 293,471

        賞与等引当金繰入額 19,267

        退職手当引当金繰入額 -64,072

        その他 37,879

      物件費等 1,104,142

        物件費 474,925

        維持補修費 109,935

        減価償却費 477,699

        その他 41,584

      その他の業務費用 9,792

        支払利息 7,638

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 2,154

    移転費用 798,308

      補助金等 486,080

      社会保障給付 132,317

      他会計への繰出金 175,538

      その他 4,372

  経常収益 175,611

    使用料及び手数料 119,074

    その他 56,538

純経常行政コスト 2,023,176

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,023,176

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 15,307,548 16,688,442 -1,380,894

  純行政コスト（△） -2,023,176 -2,023,176

  財源 2,132,631 2,132,631

    税収等 1,778,104 1,778,104

    国県等補助金 354,527 354,527

  本年度差額 109,455 109,455

  固定資産等の変動（内部変動） -36,832 36,832

    有形固定資産等の増加 553,823 -553,823

    有形固定資産等の減少 -598,348 598,348

    貸付金・基金等の増加 7,693 -7,693

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,924 8,924

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 118,379 -27,908 146,287

本年度末純資産残高 15,425,927 16,660,534 -1,234,607

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）

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 1,785,066

    業務費用支出 986,758

      人件費支出 350,523

      物件費等支出 626,443

      支払利息支出 7,638

      その他の支出 2,154

    移転費用支出 798,308

      補助金等支出 486,080

      社会保障給付支出 132,317

      他会計への繰出支出 175,538

      その他の支出 4,372

  業務収入 2,251,047

    税収等収入 1,778,104

    国県等補助金収入 297,332

    使用料及び手数料収入 119,074

    その他の収入 56,538

  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 465,981

【投資活動収支】

  投資活動支出 454,723

    公共施設等整備費支出 115,554

    基金積立金支出 339,169

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 71,051

    国県等補助金収入 57,195

    基金取崩収入 13,856

    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 -383,672

【財務活動収支】

  財務活動支出 267,796

    地方債償還支出 267,796

    その他の支出 -

  財務活動収入 83,800

    地方債発行収入 83,800

前年度末歳計外現金残高 22,896

本年度歳計外現金増減額 -1,128

本年度末歳計外現金残高 21,768

本年度末現金預金残高 288,774

    その他の収入 -

財務活動収支 -183,996

本年度資金収支額 -101,687

前年度末資金残高 368,693

本年度末資金残高 267,006


