
【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 27,303,764 固定負債 4,140,522

有形固定資産 25,374,337 地方債 4,124,773
事業用資産 8,194,413 長期未払金 -

土地 349,749 退職手当引当金 -
立木竹 813,906 損失補償等引当金 -
建物 15,968,439 その他 15,749
建物減価償却累計額 △ 8,937,681 流動負債 480,584
工作物 - 423,902
工作物減価償却累計額 - 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 38,820
航空機 - 預り金 17,862
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 4,621,106
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 27,945,390

インフラ資産 17,003,076 余剰分（不足分） △ 4,358,235
土地 85,591
建物 10,692
建物減価償却累計額 △ 289
工作物 38,804,167
工作物減価償却累計額 △ 21,897,085
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品物品 468,661
物品減価償却累計額 △ 291,814

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,929,427
投資及び出資金 63,315

有価証券 1,345
出資金 61,970
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 4,244
長期貸付金 98,637
基金 1,763,578

減債基金 431,352
その他 1,332,226

その他 -
徴収不能引当金 △ 347

流動資産 904,497
現金預金 258,914
未収金 4,003
短期貸付金 -
基金 641,626

財政調整基金 641,626
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △ 46 純資産合計 23,587,155

資産合計 28,208,261 負債及び純資産合計 28,208,261

（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 5,650,285

業務費用 3,621,082

人件費 896,695

820,708

賞与等引当金繰入額 38,820

退職手当引当金繰入額 -

その他 37,167

物件費等 2,647,943

物件費 1,154,912

維持補修費 282,764

減価償却費 1,205,874

その他 4,393

その他の業務費用 76,444

支払利息 55,624

徴収不能引当金繰入額 760

その他 20,059

移転費用 2,029,202

補助金等 1,807,324

社会保障給付 216,401

他会計への繰出金 6

その他 5,471

経常収益 294,843

使用料及び手数料 175,285

その他 119,558

純経常行政コスト △ 5,355,442

臨時損失 32,275

災害復旧事業費 -

資産除売却損 32,275

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 173

資産売却益 169

その他 4

純行政コスト △ 5,387,544

 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 24,516,267 29,083,607 △ 4,567,340
純行政コスト（△） △ 5,387,544 △ 5,387,544
財源 4,369,207 4,369,207

税収等 3,277,272 3,277,272
国県等補助金 1,091,935 1,091,935

本年度差額 △ 1,018,337 △ 1,018,337
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,142,542 1,142,542

有形固定資産等の増加 159,137 △ 159,137
有形固定資産等の減少 △ 1,238,149 1,238,149
貸付金・基金等の増加 227,406 △ 227,406
貸付金・基金等の減少 △ 290,936 290,936

資産評価差額 - -
無償所管換等 4,325 4,325
その他 84,900 - 84,900
本年度純資産変動額 △ 929,112 △ 1,138,217 209,105

本年度末純資産残高 23,587,155 27,945,390 △ 4,358,235

 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 5,650,285
業務費用 3,621,082

人件費 896,695 　
職員給与費 820,708
賞与等引当金繰入額 38,820
退職手当引当金繰入額 -
その他 37,167

物件費等 2,647,943
物件費 1,154,912
維持補修費 282,764
減価償却費 1,205,874
その他 4,393

その他の業務費用 76,444
支払利息 55,624
徴収不能引当金繰入額 760
その他 20,059

移転費用 2,029,202
補助金等 1,807,324
社会保障給付 216,401
他会計への繰出金 6
その他 5,471

経常収益 294,843
使用料及び手数料 175,285
その他 119,558

純経常行政コスト △ 5,355,442
臨時損失 32,275

災害復旧事業費 -
資産除売却損 32,275
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 173
資産売却益 169 金額
その他 4 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 5,387,544 △ 5,387,544
財源 4,369,207 4,369,207

税収等 3,277,272 3,277,272
国県等補助金 1,091,935 1,091,935

本年度差額 △ 1,018,337 △ 1,018,337
固定資産等の変動（内部変動） △ 1,142,542 1,142,542

有形固定資産等の増加 159,137 △ 159,137
有形固定資産等の減少 △ 1,238,149 1,238,149
貸付金・基金等の増加 227,406 △ 227,406
貸付金・基金等の減少 △ 290,936 290,936

資産評価差額 - -
無償所管換等 4,325 4,325
その他 84,900 - 84,900

本年度純資産変動額 △ 929,112 △ 1,138,217 209,105
前年度末純資産残高 24,516,267 29,083,607 △ 4,567,340
本年度末純資産残高 23,587,155 27,945,390 △ 4,358,235

 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 4,442,850

業務費用支出 2,413,648
人件費支出 895,378
物件費等支出 1,442,590
支払利息支出 55,622
その他の支出 20,058

移転費用支出 2,029,202
補助金等支出 1,807,324
社会保障給付支出 216,401
他会計への繰出支出 6
その他の支出 5,471

業務収入 4,663,653
税収等収入 3,277,095
国県等補助金収入 1,091,935
使用料及び手数料収入 175,030
その他の収入 119,593

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 4
業務活動収支 220,806
【投資活動収支】

投資活動支出 304,966
公共施設等整備費支出 154,582
基金積立金支出 105,384
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 45,000
その他の支出 -

投資活動収入 286,538
国県等補助金収入 -
基金取崩収入 241,360
貸付金元金回収収入 45,009
資産売却収入 169
その他の収入 -

投資活動収支 △ 18,428
【財務活動収支】

財務活動支出 420,923
地方債償還支出 420,923
その他の支出 -

財務活動収入 317,674
地方債発行収入 317,674
その他の収入 -

財務活動収支 △ 103,249
本年度資金収支額 99,129
前年度末資金残高 141,923
本年度末資金残高 241,052

前年度末歳計外現金残高 15,086
本年度歳計外現金増減額 2,776
本年度末歳計外現金残高 17,862
本年度末現金預金残高 258,914

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日
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