
【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 21,537,725 固定負債 7,359,248

有形固定資産 19,057,744 地方債 5,712,649
事業用資産 10,069,054 長期未払金 -

土地 2,789,200 退職手当引当金 1,631,633
立木竹 2,078 損失補償等引当金 -
建物 20,185,526 その他 14,966
建物減価償却累計額 △ 14,364,774 流動負債 840,888
工作物 156,960 750,404
工作物減価償却累計額 △ 27,587 未払金 534
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 54,095
航空機 - 預り金 35,855
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 8,200,136
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,327,652 固定資産等形成分 23,159,825

インフラ資産 8,810,909 余剰分（不足分） △ 7,926,653
土地 932,031
建物 118,097
建物減価償却累計額 △ 86,234
工作物 18,587,394
工作物減価償却累計額 △ 10,747,778
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 7,398

物品物品 1,086,649
物品減価償却累計額 △ 908,867

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,479,981
投資及び出資金 73,144

有価証券 41,480
出資金 31,664
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 49,533
長期貸付金 80,800
基金 2,278,823

減債基金 677,196
その他 1,601,626

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,319

流動資産 1,895,583
現金預金 269,920
未収金 3,749
短期貸付金 -
基金 1,622,100

財政調整基金 1,622,100
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △ 187 純資産合計 15,233,172

資産合計 23,433,308 負債及び純資産合計 23,433,308

（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 5,634,872

業務費用 3,146,792

人件費 1,063,502

833,325

賞与等引当金繰入額 54,095

退職手当引当金繰入額 -

その他 176,082

物件費等 2,006,755

物件費 1,008,960

維持補修費 169,621

減価償却費 828,174

その他 -

その他の業務費用 76,535

支払利息 56,881

徴収不能引当金繰入額 2,847

その他 16,808

移転費用 2,488,080

補助金等 1,372,259

社会保障給付 419,522

他会計への繰出金 695,033

その他 1,266

経常収益 320,830

使用料及び手数料 144,737

その他 176,093

純経常行政コスト △ 5,314,042

臨時損失 16,867

災害復旧事業費 -

資産除売却損 992

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 15,875

臨時利益 9,965

資産売却益 2,347

その他 7,618

純行政コスト △ 5,320,944

 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 15,171,918 22,543,825 △ 7,371,907
純行政コスト（△） △ 5,320,944 △ 5,320,944
財源 5,378,553 5,378,553

税収等 4,116,854 4,116,854
国県等補助金 1,261,700 1,261,700

本年度差額 57,609 57,609
固定資産等の変動（内部変動） 612,356 △ 612,356

有形固定資産等の増加 1,245,843 △ 1,245,843
有形固定資産等の減少 △ 836,747 836,747
貸付金・基金等の増加 446,999 △ 446,999
貸付金・基金等の減少 △ 243,739 243,739

資産評価差額 - -
無償所管換等 3,645 3,645
その他 - - -
本年度純資産変動額 61,254 616,000 △ 554,746

本年度末純資産残高 15,233,172 23,159,825 △ 7,926,653

 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 5,634,872
業務費用 3,146,792

人件費 1,063,502 　
職員給与費 833,325
賞与等引当金繰入額 54,095
退職手当引当金繰入額 -
その他 176,082

物件費等 2,006,755
物件費 1,008,960
維持補修費 169,621
減価償却費 828,174
その他 -

その他の業務費用 76,535
支払利息 56,881
徴収不能引当金繰入額 2,847
その他 16,808

移転費用 2,488,080
補助金等 1,372,259
社会保障給付 419,522
他会計への繰出金 695,033
その他 1,266

経常収益 320,830
使用料及び手数料 144,737
その他 176,093

純経常行政コスト △ 5,314,042
臨時損失 16,867

災害復旧事業費 -
資産除売却損 992
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 15,875

臨時利益 9,965
資産売却益 2,347 金額
その他 7,618 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 5,320,944 △ 5,320,944
財源 5,378,553 5,378,553

税収等 4,116,854 4,116,854
国県等補助金 1,261,700 1,261,700

本年度差額 57,609 57,609
固定資産等の変動（内部変動） 612,356 △ 612,356

有形固定資産等の増加 1,245,843 △ 1,245,843
有形固定資産等の減少 △ 836,747 836,747
貸付金・基金等の増加 446,999 △ 446,999
貸付金・基金等の減少 △ 243,739 243,739

資産評価差額 - -
無償所管換等 3,645 3,645
その他 - - -

本年度純資産変動額 61,254 616,000 △ 554,746
前年度末純資産残高 15,171,918 22,543,825 △ 7,371,907
本年度末純資産残高 15,233,172 23,159,825 △ 7,926,653

 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 4,799,745

業務費用支出 2,311,665
人件費支出 1,060,053
物件費等支出 1,178,582
支払利息支出 56,881
その他の支出 16,150

移転費用支出 2,488,080
補助金等支出 1,372,259
社会保障給付支出 419,522
他会計への繰出支出 695,033
その他の支出 1,266

業務収入 5,269,294
税収等収入 4,113,919
国県等補助金収入 835,618
使用料及び手数料収入 145,517
その他の収入 174,240

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 469,549
【投資活動収支】

投資活動支出 1,684,943
公共施設等整備費支出 1,245,843
基金積立金支出 360,475
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 78,625
その他の支出 -

投資活動収入 656,381
国県等補助金収入 426,082
基金取崩収入 166,771
貸付金元金回収収入 53,600
資産売却収入 9,928
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,028,561
【財務活動収支】

財務活動支出 677,235
地方債償還支出 676,701
その他の支出 534

財務活動収入 1,039,461
地方債発行収入 1,039,461
その他の収入 -

財務活動収支 362,226
本年度資金収支額 △ 196,786
前年度末資金残高 416,152
本年度末資金残高 219,366

前年度末歳計外現金残高 53,529
本年度歳計外現金増減額 △ 2,975
本年度末歳計外現金残高 50,554
本年度末現金預金残高 269,920

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日
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