
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 23,980,410 固定負債 8,110,194

有形固定資産 22,394,130 地方債 6,985,454
事業用資産 9,447,707 長期未払金 -

土地 2,999,005 退職手当引当金 598,168
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 13,759,656 その他 526,572
建物減価償却累計額 △ 7,515,512 流動負債 449,984
工作物 582,505 1年内償還予定地方債 379,720
工作物減価償却累計額 △ 385,885 未払金 1,319
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 46,607
航空機 - 預り金 22,338
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,560,177
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 7,938 固定資産等形成分 24,652,715

インフラ資産 12,886,151 余剰分（不足分） △ 7,533,462
土地 256,538
建物 4,642,421
建物減価償却累計額 △ 2,611,651
工作物 20,501,997
工作物減価償却累計額 △ 10,034,205
その他 483,282
その他減価償却累計額 △ 352,231
建設仮勘定 -

物品 227,927
物品減価償却累計額 △ 167,655

無形固定資産 10,850
ソフトウェア 10,777
その他 73

投資その他の資産 1,575,430
投資及び出資金 9,615

有価証券 4,981
出資金 4,634
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 133,106
長期貸付金 21,513
基金 1,416,976

減債基金 153,000
その他 1,263,976

その他 -
徴収不能引当金 △ 5,780

流動資産 1,699,020
現金預金 891,623
未収金 63,785
短期貸付金 3,580
基金 748,859

財政調整基金 748,859
減債基金 -

棚卸資産 76
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,902

繰延資産 0 17,119,253
25,679,430 25,679,430

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

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

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

-

-

-

-

4,710,328

-

443,786

-

4,483

431,818

304,260

127,559

4,710,328

-

-

-

-

1,959,391

35,389

1,956,950

974,196

171,388

809,779

1,587

119,265

96,285

7,112

15,868

2,407,660

△ 5,068

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

科目 金額

5,142,146

2,734,486

658,271

581,344

46,607



全体 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 24,599,977 △ 7,507,624

純行政コスト（△） 4,710,328

財源 4,739,099

税収等 3,676,223

国県等補助金 1,062,876

本年度差額 28,771

固定資産等の変動（内部変動） 52,995 △ 52,995

有形固定資産等の増加 836,537 △ 836,537

有形固定資産等の減少 △ 751,273 751,273

貸付金・基金等の増加 32,231 △ 32,231

貸付金・基金等の減少 △ 64,500 64,500

資産評価差額 △ 257

無償所管換等 -

その他 - △ 1,615

本年度純資産変動額 52,738 △ 25,838

本年度末純資産残高 24,652,715 △ 7,533,462

-

△ 1,615

26,899

17,119,253

△ 257

28,771

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

科目 合計

17,092,353

4,710,328

4,739,099

3,676,223

1,062,876



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,327,240

業務費用支出 1,919,198

人件費支出 662,531

物件費等支出 1,149,242

支払利息支出 96,284

その他の支出 11,141

移転費用支出 2,408,042

補助金等支出 1,959,773

社会保障給付支出 443,786

他会計への繰出支出 -

その他の支出 4,483

業務収入 5,014,297

税収等収入 3,616,135

国県等補助金収入 946,585

使用料及び手数料収入 196,610

その他の収入 254,968

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 687,057

【投資活動収支】

投資活動支出 947,712

公共施設等整備費支出 915,471

基金積立金支出 30,611

投資及び出資金支出 10

貸付金支出 1,620

その他の支出 -

投資活動収入 182,471

国県等補助金収入 99,265

基金取崩収入 60,000

貸付金元金回収収入 3,762

資産売却収入 -

その他の収入 19,444

投資活動収支 △ 765,241

【財務活動収支】

財務活動支出 349,379

地方債償還支出 349,379

その他の支出 -

財務活動収入 501,900

地方債発行収入 501,900

その他の収入 -

財務活動収支 152,521

74,337

794,948

869,285

前年度末歳計外現金残高 21,482

本年度歳計外現金増減額 855

本年度末歳計外現金残高 22,338

本年度末現金預金残高 891,623

前年度末資金残高

本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成28年 4月 1日

至　平成29年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額


