
【様式第1号】

一般会計 （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 18,010,248   固定負債 5,056,083

    有形固定資産 17,388,707     地方債 4,408,496

      事業用資産 6,240,175     長期未払金 -

        土地 3,130,295     退職手当引当金 624,887

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,882,285     その他 22,700

        建物減価償却累計額 ▲ 7,106,567   流動負債 573,447

        工作物 986,179     １年内償還予定地方債 508,228

        工作物減価償却累計額 ▲ 652,017     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 45,984

        航空機 -     預り金 11,669

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,567

        その他 - 負債合計 5,629,530

        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 18,429,207

      インフラ資産 10,953,922   余剰分（不足分） ▲ 5,577,023

        土地 191,574

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,133,149

        工作物減価償却累計額 ▲ 22,386,380

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,580

      物品 414,324

      物品減価償却累計額 ▲ 219,715

    無形固定資産 87,322

      ソフトウェア 87,322

      その他 -

    投資その他の資産 534,219

      投資及び出資金 105,472

        有価証券 2,044

        出資金 103,428

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,256

      長期貸付金 -

      基金 422,926

        減債基金 33,872

        その他 389,054

      その他 -

      徴収不能引当金 ▲ 435

  流動資産 471,466

    現金預金 49,572

    未収金 3,129

    短期貸付金 -

    基金 418,959

      財政調整基金 418,959

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 ▲ 194 純資産合計 12,852,184

資産合計 18,481,714 負債及び純資産合計 18,481,714

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計 （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 3,384,437

    業務費用 2,220,540

      人件費 692,815

        職員給与費 556,193

        賞与等引当金繰入額 45,984

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 90,638

      物件費等 1,476,105

        物件費 529,839

        維持補修費 45,273

        減価償却費 899,650

        その他 1,343

      その他の業務費用 51,620

        支払利息 42,048

        徴収不能引当金繰入額 265

        その他 9,306

    移転費用 1,163,897

      補助金等 512,849

      社会保障給付 207,758

      他会計への繰出金 441,898

      その他 1,392

  経常収益 330,602

    使用料及び手数料 142,376

    その他 188,226

純経常行政コスト 3,053,835

  臨時損失 80

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 80

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 8

    資産売却益 8

    その他 -

純行政コスト 3,053,907



【様式第3号】

一般会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 13,287,280 19,155,881 ▲ 5,868,601

  純行政コスト（▲） ▲ 3,053,907 ▲ 3,053,907

  財源 2,618,492 2,618,492

    税収等 2,233,038 2,233,038

    国県等補助金 385,454 385,454

  本年度差額 ▲ 435,415 ▲ 435,415

  固定資産等の変動（内部変動） ▲ 726,994 726,994

    有形固定資産等の増加 159,427 ▲ 159,427

    有形固定資産等の減少 ▲ 905,349 905,349

    貸付金・基金等の増加 42,282 ▲ 42,282

    貸付金・基金等の減少 ▲ 23,354 23,354

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 319 319

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 ▲ 435,096 ▲ 726,674 291,579

本年度末純資産残高 12,852,184 18,429,207 ▲ 5,577,023

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 （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 2,483,986

    業務費用支出 1,320,089

      人件費支出 692,279

      物件費等支出 576,455

      支払利息支出 42,048

      その他の支出 9,306

    移転費用支出 1,163,897

      補助金等支出 512,849

      社会保障給付支出 207,758

      他会計への繰出支出 441,898

      その他の支出 1,392

  業務収入 2,671,603

    税収等収入 2,231,261

    国県等補助金収入 211,188

    使用料及び手数料収入 142,475

    その他の収入 86,680

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 80,213

業務活動収支 267,830

【投資活動収支】

  投資活動支出 125,225

    公共施設等整備費支出 121,593

    基金積立金支出 3,632

    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 118,191

    国県等補助金収入 94,053

    基金取崩収入 16,528

    貸付金元金回収収入 888

    資産売却収入 5,627

    その他の収入 1,095

投資活動収支 ▲ 7,035

【財務活動収支】

  財務活動支出 539,294

    地方債償還支出 531,728

    その他の支出 7,567

  財務活動収入 261,854

    地方債発行収入 261,854

    その他の収入 -

財務活動収支 ▲ 277,440

本年度資金収支額 ▲ 16,645

前年度末資金残高 54,548

本年度末資金残高 37,903

前年度末歳計外現金残高 25,680

本年度歳計外現金増減額 ▲ 14,011

本年度末歳計外現金残高 11,669

本年度末現金預金残高 49,572


