
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 7,079,496   固定負債 4,595,367

    有形固定資産 6,038,180     地方債 2,372,967

      事業用資産 5,455,845     長期未払金 -

        土地 1,553,589     退職手当引当金 1,222,400

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,856,038     その他 1,000,000

        建物減価償却累計額 -10,823,962   流動負債 368,055

        工作物 2,900,538     １年内償還予定地方債 273,747

        工作物減価償却累計額 -2,047,036     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 88,569

        航空機 -     預り金 5,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,963,422

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 16,678   固定資産等形成分 7,410,043

      インフラ資産 126,525   余剰分（不足分） -4,817,614

        土地 126,525

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 44,297

        工作物減価償却累計額 -44,297

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,358,613

      物品減価償却累計額 -902,803

    無形固定資産 412

      ソフトウェア 412

      その他 -

    投資その他の資産 1,040,904

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23

      長期貸付金 -

      基金 1,040,887

        減債基金 -

        その他 1,040,887

      その他 -

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 476,354

    現金預金 145,808

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 330,547

      財政調整基金 330,547

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 2,592,428

資産合計 7,555,850 負債及び純資産合計 7,555,850

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 2,865,069

    業務費用 2,758,126

      人件費 1,361,167

        職員給与費 1,271,921

        賞与等引当金繰入額 88,569

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 678

      物件費等 1,382,036

        物件費 737,583

        維持補修費 251,267

        減価償却費 393,186

        その他 -

      その他の業務費用 14,923

        支払利息 12,345

        徴収不能引当金繰入額 0

        その他 2,578

    移転費用 106,943

      補助金等 88,345

      社会保障給付 16,025

      他会計への繰出金 -

      その他 2,573

  経常収益 257,645

    使用料及び手数料 209,883

    その他 47,762

純経常行政コスト 2,607,424

  臨時損失 3,315

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,315

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 2,608,841

    その他 -

  臨時利益 1,899

    資産売却益 1,899



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 2,574,472 7,664,425 -5,089,953

  純行政コスト（△） -2,608,841 -2,608,841

  財源 2,582,994 2,582,994

    税収等 2,549,511 2,549,511

    国県等補助金 33,483 33,483

  本年度差額 -25,847 -25,847

  固定資産等の変動（内部変動） -259,940 259,940

    有形固定資産等の増加 154,900 -154,900

    有形固定資産等の減少 -465,024 465,024

    貸付金・基金等の増加 50,184 -50,184

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5,558 5,558

  その他 38,245 - 38,245

  本年度純資産変動額 17,956 -254,382 272,338

本年度末純資産残高 2,592,428 7,410,043 -4,817,614

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



【様式第4号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,514,687

    業務費用支出 2,423,770

      人件費支出 1,417,142

      物件費等支出 992,104

      支払利息支出 12,345

      その他の支出 2,178

    移転費用支出 90,918

      補助金等支出 88,345

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,573

  業務収入 2,840,639

    税収等収入 2,549,511

    国県等補助金収入 33,483

    使用料及び手数料収入 209,883

    その他の収入 47,762

  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 325,952

【投資活動収支】

  投資活動支出 205,084

    公共施設等整備費支出 154,900

    基金積立金支出 50,184

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 73,889

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 71,990

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,899

    その他の収入 -

投資活動収支 -131,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 237,651

    地方債償還支出 237,651

    その他の支出 -

  財務活動収入 82,600

    地方債発行収入 82,600

前年度末歳計外現金残高 6,629

本年度歳計外現金増減額 -890

本年度末歳計外現金残高 5,739

本年度末現金預金残高 145,808

    その他の収入 -

財務活動収支 -155,051

本年度資金収支額 39,705

前年度末資金残高 100,363

本年度末資金残高 140,069


