
【様式第１号】

貸借対照表

（単位： 千円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 45,114,159 固定負債 7,503,799

有形固定資産 43,047,193 地方債 6,792,804
事業用資産 14,502,277 長期未払金 -

土地 1,776,192 退職手当引当金 700,119
立木竹 4,786,504 損失補償等引当金 -
建物 21,357,105 その他 10,876
建物減価償却累計額 △ 13,614,396 流動負債 941,861
工作物 553,808 844,967
工作物減価償却累計額 △ 451,844 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 83,872
航空機 - 預り金 8,960
航空機減価償却累計額 - その他 4,062
その他 - 負債合計 8,445,660
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 94,908 固定資産等形成分 46,413,050

インフラ資産 28,311,221 余剰分（不足分） △ 8,282,758
土地 143,831
建物 99,603
建物減価償却累計額 △ 62,981
工作物 84,389,616
工作物減価償却累計額 △ 56,305,072
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 46,224

物品物品 1,198,603
物品減価償却累計額 △ 964,907

無形固定資産 0
ソフトウェア 0
その他 -

投資その他の資産 2,066,966
投資及び出資金 90,965

有価証券 2,000
出資金 88,965
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 38,191
長期貸付金 120,411
基金 545,966

減債基金 280,756
その他 265,211

その他 1,301,452
徴収不能引当金 △ 30,019

流動資産 1,461,794
現金預金 139,337
未収金 11,366
短期貸付金 -
基金 1,311,090

財政調整基金 1,311,090
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 - 純資産合計 38,130,293

資産合計 46,575,953 負債及び純資産合計 46,575,953

（平成29年3月31日現在）

1年内償還予定地方債



【様式第２号】

行政コスト計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 6,765,910

業務費用 4,660,314

人件費 766,566

1,190,942

賞与等引当金繰入額 83,872

退職手当引当金繰入額 △ 591,116

その他 82,867

物件費等 3,828,947

物件費 1,475,377

維持補修費 26,869

減価償却費 2,323,926

その他 2,775

その他の業務費用 64,802

支払利息 8

徴収不能引当金繰入額 △ 7,282

その他 72,076

移転費用 2,105,596

補助金等 1,249,769

社会保障給付 341,402

他会計への繰出金 510,564

その他 3,862

経常収益 440,458

使用料及び手数料 212,433

その他 228,025

純経常行政コスト △ 6,325,451

臨時損失 1,282

災害復旧事業費 -

資産除売却損 1,282

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 △ 6,326,733

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計

前年度末純資産残高 38,939,996 47,901,588 △ 8,961,592
純行政コスト（△） △ 6,326,733 △ 6,326,733
財源 5,430,775 5,430,775

税収等 4,670,499 4,670,499
国県等補助金 760,277 760,277

本年度差額 △ 895,958 △ 895,958
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,571,206 1,571,206

有形固定資産等の増加 604,228 △ 604,228
有形固定資産等の減少 △ 2,325,208 2,325,208
貸付金・基金等の増加 277,446 △ 277,446
貸付金・基金等の減少 △ 127,672 127,672

資産評価差額 - -
無償所管換等 82,669 82,669
その他 3,586 - 3,586
本年度純資産変動額 △ 809,703 △ 1,488,537 678,834

本年度末純資産残高 38,130,293 46,413,050 △ 8,282,758

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号（結合）】

行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 6,765,910
業務費用 4,660,314

人件費 766,566 　
職員給与費 1,190,942
賞与等引当金繰入額 83,872
退職手当引当金繰入額 △ 591,116
その他 82,867

物件費等 3,828,947
物件費 1,475,377
維持補修費 26,869
減価償却費 2,323,926
その他 2,775

その他の業務費用 64,802
支払利息 8
徴収不能引当金繰入額 △ 7,282
その他 72,076

移転費用 2,105,596
補助金等 1,249,769
社会保障給付 341,402
他会計への繰出金 510,564
その他 3,862

経常収益 440,458
使用料及び手数料 212,433
その他 228,025

純経常行政コスト △ 6,325,451
臨時損失 1,282

災害復旧事業費 -
資産除売却損 1,282
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 - 金額
その他 - 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 6,326,733 △ 6,326,733
財源 5,430,775 5,430,775

税収等 4,670,499 4,670,499
国県等補助金 760,277 760,277

本年度差額 △ 895,958 △ 895,958
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,571,206 1,571,206

有形固定資産等の増加 604,228 △ 604,228
有形固定資産等の減少 △ 2,325,208 2,325,208
貸付金・基金等の増加 277,446 △ 277,446
貸付金・基金等の減少 △ 127,672 127,672

資産評価差額 - -
無償所管換等 82,669 82,669
その他 3,586 - 3,586

本年度純資産変動額 △ 809,703 △ 1,488,537 678,834
前年度末純資産残高 38,939,996 47,901,588 △ 8,961,592
本年度末純資産残高 38,130,293 46,413,050 △ 8,282,758

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日



【様式第４号】

資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 5,036,639

業務費用支出 2,931,043
人件費支出 1,353,939
物件費等支出 1,505,020
支払利息支出 8
その他の支出 72,076

移転費用支出 2,105,596
補助金等支出 1,249,769
社会保障給付支出 341,402
他会計への繰出支出 510,564
その他の支出 3,862

業務収入 5,749,434
税収等収入 4,670,483
国県等補助金収入 628,755
使用料及び手数料収入 220,481
その他の収入 229,714

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 712,795
【投資活動収支】

投資活動支出 881,673
公共施設等整備費支出 604,228
基金積立金支出 227,646
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 49,800
その他の支出 -

投資活動収入 259,194
国県等補助金収入 131,522
基金取崩収入 64,024
貸付金元金回収収入 63,647
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 622,480
【財務活動収支】

財務活動支出 835,717
地方債償還支出 834,437
その他の支出 1,281

財務活動収入 714,078
地方債発行収入 714,078
その他の収入 -

財務活動収支 △ 121,639
本年度資金収支額 △ 31,325
前年度末資金残高 161,702
本年度末資金残高 130,378

前年度末歳計外現金残高 9,514
本年度歳計外現金増減額 △ 554
本年度末歳計外現金残高 8,960
本年度末現金預金残高 139,337

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日
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