
【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 27,397,132 固定負債 11,449,095
有形固定資産 24,736,091 地方債等 9,623,842

事業用資産 11,635,652 長期未払金 -
土地 2,912,733 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 22,052,378 その他 193,620
建物減価償却累計額 △ 14,788,561 流動負債 1,219,099
工作物 156,960 1,103,093
工作物減価償却累計額 △ 27,587 未払金 6,222
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 65,409
航空機 - 預り金 35,855
航空機減価償却累計額 - その他 8,519
その他 - 負債合計 12,668,193
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 29,019,233

インフラ資産 12,858,895 余剰分（不足分） △ 11,947,709
土地 945,599 他団体出資等分 -
建物 2,376,955
建物減価償却累計額 △ 1,023,663
工作物 22,920,367
工作物減価償却累計額 △ 12,378,147
その他その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 17,785

物品 1,392,842
物品減価償却累計額 △ 1,151,298

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,661,041
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 60,453
長期貸付金 80,800
基金 2,449,291

減債基金 677,196
その他 1,772,095

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,647

流動資産 2,342,585
現金預金 705,471
未収金 12,175
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 3,642
その他 -

徴収不能引当金 △ 804

繰延資産 - 純資産合計 17,071,524
資産合計 29,739,717 負債及び純資産合計 29,739,717

（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 7,632,737

業務費用 3,854,951

人件費 1,227,233

954,586

賞与等引当金繰入額 65,409

退職手当引当金繰入額 -

その他 207,237

物件費等 2,463,586

物件費 1,203,647

維持補修費 208,347

減価償却費 1,051,591

その他 -

その他の業務費用 164,133

支払利息 129,838

徴収不能引当金繰入額 2,994

その他 31,300

移転費用 3,777,786

補助金等 3,356,563

社会保障給付 419,522

その他 1,701

経常収益 668,205

使用料及び手数料 456,198

その他 212,006

純経常行政コスト △ 6,964,532

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 △ 6,971,434

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 16,776,525 28,567,734 △ 11,791,209 -

純行政コスト（△） △ 6,971,434 △ 6,971,434 -

財源 7,257,078 7,257,078 -

税収等 5,359,683 5,359,683 -

国県等補助金 1,897,396 1,897,396 -

本年度差額 285,644 285,644 -

固定資産等の変動（内部変動） 447,854 △ 447,854

有形固定資産等の増加 1,292,316 △ 1,292,316

有形固定資産等の減少 △ 1,060,170 1,060,170

貸付金・基金等の増加 462,595 △ 462,595

貸付金・基金等の減少 △ 246,888 246,888

資産評価差額 - -

無償所管換等 3,645 3,645

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 5,710 - 5,710

本年度純資産変動額 294,999 451,498 △ 156,499 -

本年度末純資産残高 17,071,524 29,019,233 △ 11,947,709 -

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 7,632,737
業務費用 3,854,951

人件費 1,227,233 　
954,586

賞与等引当金繰入額 65,409
退職手当引当金繰入額 -
その他 207,237

物件費等 2,463,586
物件費 1,203,647
維持補修費 208,347
減価償却費 1,051,591
その他 -

その他の業務費用 164,133
支払利息 129,838
徴収不能引当金繰入額 2,994
その他 31,300

移転費用 3,777,786
補助金等 3,356,563
社会保障給付 419,522
その他 1,701

経常収益 668,205
使用料及び手数料 456,198
その他 212,006

純経常行政コスト △ 6,964,532
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） 他団体出資等分

純行政コスト △ 6,971,434 △ 6,971,434 -
財源 7,257,078 7,257,078 -

税収等 5,359,683 5,359,683 -
国県等補助金 1,897,396 1,897,396 -

本年度差額 285,644 285,644 -
固定資産等の変動（内部変動） 447,854 △ 447,854

有形固定資産等の増加 1,292,316 △ 1,292,316
有形固定資産等の減少 △ 1,060,170 1,060,170
貸付金・基金等の増加 462,595 △ 462,595
貸付金・基金等の減少 △ 246,888 246,888

資産評価差額 - -
無償所管換等 3,645 3,645
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 5,710 - 5,710

本年度純資産変動額 294,999 451,498 △ 156,499 -
前年度末純資産残高 16,776,525 28,567,734 △ 11,791,209 -
本年度末純資産残高 17,071,524 29,019,233 △ 11,947,709 -

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 6,571,540

業務費用支出 2,793,778
人件費支出 1,220,457
物件費等支出 1,412,551
支払利息支出 129,838
その他の支出 30,931

移転費用支出 3,777,762
補助金等支出 3,356,539
社会保障給付支出 419,522
その他の支出 1,701

業務収入 7,466,297
税収等収入 5,352,048
国県等補助金収入 1,446,841
使用料及び手数料収入 457,306
その他の収入 210,102

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 894,757
【投資活動収支】

投資活動支出 1,745,334
公共施設等整備費支出 1,292,316
基金積立金支出 374,393
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 680,854
国県等補助金収入 450,555
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 △ 1,064,479
【財務活動収支】

財務活動支出 1,030,229
地方債等償還支出 1,029,695
その他の支出 534

財務活動収入 1,052,161
地方債等発行収入 1,052,161
その他の収入 -

財務活動収支 21,932
本年度資金収支額 △ 147,791
前年度末資金残高 802,708
本年度末資金残高 654,917

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 705,471

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日
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