
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 28,774,965 固定負債 6,001,293

有形固定資産 26,522,139 地方債 4,980,338
事業用資産 6,765,588 長期未払金 -

土地 3,194,292 退職手当引当金 1,020,955
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 11,263,284 その他 -
建物減価償却累計額 △ 7,941,896 流動負債 765,868
工作物 1,150,389 1年内償還予定地方債 469,721
工作物減価償却累計額 △ 922,142 未払金 135,666
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 510
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 79,064
航空機 - 預り金 54,938
航空機減価償却累計額 - その他 25,968
その他 - 6,767,161
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 31,010,143

インフラ資産 19,288,117 余剰分（不足分） △ 5,941,822
土地 3,432,470
建物 1,042,678
建物減価償却累計額 △ 190,182
工作物 34,308,029
工作物減価償却累計額 △ 19,367,387
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 62,509

物品 1,533,237
物品減価償却累計額 △ 1,064,804

無形固定資産 2,740
ソフトウェア -
その他 2,740

投資その他の資産 2,250,086
投資及び出資金 164,656

有価証券 134,897
出資金 29,760
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 236,430
長期貸付金 -
基金 1,866,878

減債基金 -
その他 1,866,878

その他 -
徴収不能引当金 △ 17,878

流動資産 3,060,516
現金預金 685,330
未収金 138,913
短期貸付金 59
基金 2,235,118

財政調整基金 1,711,281
減債基金 523,837

棚卸資産 4,045
その他 5,750
徴収不能引当金 △ 8,700

繰延資産 0 25,068,320
31,835,481 31,835,481

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

1,245

【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

10,656,678

4,160,274

1,242,379

1,090,445

78,093

5,126,031

72,596

2,774,024

1,732,106

45,685

993,048

3,185

143,871

34,141

12,059

97,671

6,496,404

-

899,096

447,246

24,031

893,778

553,844

339,934

9,762,900

1,631,286

541

15,833

-

1,614,912

870

870

-

11,393,316



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 30,657,352 △ 5,383,241

純行政コスト（△） 11,393,316

財源 11,164,520

税収等 8,130,155

国県等補助金 3,034,365

本年度差額 △ 228,796

固定資産等の変動（内部変動） 324,270 △ 324,270

有形固定資産等の増加 945,996 △ 945,996

有形固定資産等の減少 △ 1,015,743 1,015,743

貸付金・基金等の増加 490,653 △ 490,653

貸付金・基金等の減少 △ 96,635 96,635

資産評価差額 28,388

無償所管換等 133

その他 - △ 5,515

本年度純資産変動額 352,791 △ 558,581

本年度末純資産残高 31,010,143 △ 5,941,822

△ 228,796

【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

25,274,111

11,393,316

11,164,520

8,130,155

3,034,365

133

△ 5,515

△ 205,790

25,068,320

28,388



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,597,022

業務費用支出 3,100,618

人件費支出 1,239,521

物件費等支出 1,739,389

支払利息支出 34,141

その他の支出 87,567

移転費用支出 6,496,404

補助金等支出 5,126,031

社会保障給付支出 899,096

他会計への繰出支出 447,246

その他の支出 24,031

業務収入 11,950,091

税収等収入 8,119,056

国県等補助金収入 2,930,564

使用料及び手数料収入 572,027

その他の収入 328,444

臨時支出 1,615,452

災害復旧事業費支出 541

その他の支出 1,614,911

臨時収入 -

業務活動収支 737,617

【投資活動収支】

投資活動支出 1,448,622

公共施設等整備費支出 909,007

基金積立金支出 531,603

投資及び出資金支出 12

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 210,341

国県等補助金収入 97,235

基金取崩収入 78,303

貸付金元金回収収入 356

資産売却収入 1,597

その他の収入 32,849

投資活動収支 △ 1,238,281

【財務活動収支】

財務活動支出 416,559

地方債償還支出 416,559

その他の支出 -

財務活動収入 861,991

地方債発行収入 861,991

その他の収入 -

財務活動収支 445,432

△ 55,232

685,624

630,392

前年度末歳計外現金残高 54,569

本年度歳計外現金増減額 370

本年度末歳計外現金残高 54,938

本年度末現金預金残高 685,330

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


