
【様式第１号】

全体貸借対照表

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 52,661,635 固定負債 10,373,347
有形固定資産 50,575,376 地方債等 9,395,002

事業用資産 14,515,502 長期未払金 -
土地 1,789,417 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 278,227
建物減価償却累計額 △ 13,614,396 流動負債 1,171,734
工作物 553,808 1,069,544
工作物減価償却累計額 △ 451,844 未払金 2,190
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 86,484
航空機 - 預り金 8,965
航空機減価償却累計額 - その他 4,553
その他 - 負債合計 11,545,082
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 53,963,832

インフラ資産 35,742,276 余剰分（不足分） △ 11,165,196
土地 143,831 他団体出資等分 -
建物 3,193,353
建物減価償却累計額 △ 1,222,034
工作物 93,735,710
工作物減価償却累計額 △ 60,164,184
その他その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 55,601

物品 1,677,682
物品減価償却累計額 △ 1,360,085

無形固定資産 1,410
ソフトウェア 0
その他 1,410

投資その他の資産 2,084,849
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 58,996
長期貸付金 120,411
基金 550,486

減債基金 280,756
その他 269,731

その他 1,301,452
徴収不能引当金 △ 37,461

流動資産 1,682,083
現金預金 340,610
未収金 30,532
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 △ 150

繰延資産 - 純資産合計 42,798,636
資産合計 54,343,718 負債及び純資産合計 54,343,718

（平成29年3月31日現在）

1年内償還予定地方債等



【様式第２号】

全体行政コスト計算書

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 8,665,048

業務費用 5,291,226

人件費 827,898

1,249,123

賞与等引当金繰入額 86,484

退職手当引当金繰入額 △ 591,116

その他 83,407

物件費等 4,328,000

物件費 1,593,005

維持補修費 45,463

減価償却費 2,637,219

その他 52,313

その他の業務費用 135,328

支払利息 12,434

徴収不能引当金繰入額 △ 8,811

その他 131,706

移転費用 3,373,821

補助金等 3,026,151

社会保障給付 341,402

その他 6,269

経常収益 618,467

使用料及び手数料 386,280

その他 232,187

純経常行政コスト △ 8,046,581

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 △ 8,047,863

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】

全体純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計
他団体出資等分

前年度末純資産残高 43,582,122 55,715,196 △ 12,133,075 -

純行政コスト（△） △ 8,047,863 △ 8,047,863 -

財源 7,178,123 7,178,123 -

税収等 5,832,704 5,832,704 -

国県等補助金 1,345,419 1,345,419 -

本年度差額 △ 869,740 △ 869,740 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,834,032 1,834,032

有形固定資産等の増加 647,498 △ 647,498

有形固定資産等の減少 △ 2,631,306 2,631,306

貸付金・基金等の増加 277,448 △ 277,448

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

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 3,586 - 3,586

本年度純資産変動額 △ 783,485 △ 1,751,364 967,878 -

本年度末純資産残高 42,798,636 53,963,832 △ 11,165,196 -

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】

全体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 8,665,048
業務費用 5,291,226

人件費 827,898 　
1,249,123

賞与等引当金繰入額 86,484
退職手当引当金繰入額 △ 591,116
その他 83,407

物件費等 4,328,000
物件費 1,593,005
維持補修費 45,463
減価償却費 2,637,219
その他 52,313

その他の業務費用 135,328
支払利息 12,434
徴収不能引当金繰入額 △ 8,811
その他 131,706

移転費用 3,373,821
補助金等 3,026,151
社会保障給付 341,402
その他 6,269

経常収益 618,467
使用料及び手数料 386,280
その他 232,187

純経常行政コスト △ 8,046,581
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） 他団体出資等分

純行政コスト △ 8,047,863 △ 8,047,863 -
財源 7,178,123 7,178,123 -

税収等 5,832,704 5,832,704 -
国県等補助金 1,345,419 1,345,419 -

本年度差額 △ 869,740 △ 869,740 -
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,834,032 1,834,032

有形固定資産等の増加 647,498 △ 647,498
有形固定資産等の減少 △ 2,631,306 2,631,306
貸付金・基金等の増加 277,448 △ 277,448
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
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 3,586 - 3,586

本年度純資産変動額 △ 783,485 △ 1,751,364 967,878 -
前年度末純資産残高 43,582,122 55,715,196 △ 12,133,075 -
本年度末純資産残高 42,798,636 53,963,832 △ 11,165,196 -

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４号】

全体資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 6,623,508

業務費用支出 3,249,687
人件費支出 1,413,048
物件費等支出 1,690,781
支払利息支出 8
その他の支出 145,850

移転費用支出 3,373,821
補助金等支出 3,026,151
社会保障給付支出 341,402
その他の支出 6,269

業務収入 7,789,203
税収等収入 5,814,787
国県等補助金収入 1,345,419
使用料及び手数料収入 395,121
その他の収入 233,876

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 1,165,695
【投資活動収支】

投資活動支出 933,882
公共施設等整備費支出 656,434
基金積立金支出 227,648
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 131,285
国県等補助金収入 -
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 3,613

投資活動収支 △ 802,597
【財務活動収支】

財務活動支出 1,095,092
地方債等償還支出 1,093,811
その他の支出 1,281

財務活動収入 732,178
地方債等発行収入 732,178
その他の収入 -

財務活動収支 △ 362,914
本年度資金収支額 184
前年度末資金残高 331,466
本年度末資金残高 331,650

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 340,610

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日
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