
【様式第1号】

一般会計等 （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 78,624,271   固定負債 30,306,047

    有形固定資産 70,562,977     地方債 24,540,380

      事業用資産 55,157,972     長期未払金 -

        土地 31,311,645     退職手当引当金 5,765,667

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 67,804,166     その他 -

        建物減価償却累計額 -44,554,415   流動負債 3,231,113

        工作物 184,966     １年内償還予定地方債 2,195,391

        工作物減価償却累計額 -58,528     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 516,654

        航空機 -     預り金 519,067

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 33,537,160

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 470,139   固定資産等形成分 82,430,515

      インフラ資産 14,449,573   余剰分（不足分） -32,264,829

        土地 9,710,722

        建物 115,981

        建物減価償却累計額 -45,925

        工作物 10,912,514

        工作物減価償却累計額 -6,243,720

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,457,513

      物品減価償却累計額 -1,502,081

    無形固定資産 14,569

      ソフトウェア 14,569

      その他 -

    投資その他の資産 8,046,725

      投資及び出資金 469,462

        有価証券 -

        出資金 469,462

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 534,023

      長期貸付金 9,649

      基金 7,077,849

        減債基金 -

        その他 7,077,849

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,258

  流動資産 5,078,575

    現金預金 1,142,878

    未収金 148,048

    短期貸付金 7,071

    基金 3,799,173

      財政調整基金 3,799,173

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -18,595 純資産合計 50,165,686

資産合計 83,702,846 負債及び純資産合計 83,702,846

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 34,081,557

    その他 210

  臨時利益 827

    資産売却益 827

    資産除売却損 39,976

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 34,042,198

  臨時損失 40,186

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,254,618

    使用料及び手数料 780,033

    その他 474,585

      社会保障給付 10,956,958

      他会計への繰出金 4,198,025

      その他 5,881

        その他 229,521

    移転費用 19,153,516

      補助金等 3,992,653

      その他の業務費用 516,687

        支払利息 260,194

        徴収不能引当金繰入額 26,971

        維持補修費 411,724

        減価償却費 1,788,771

        その他 -

        その他 774,207

      物件費等 8,024,307

        物件費 5,823,811

        職員給与費 5,886,401

        賞与等引当金繰入額 516,654

        退職手当引当金繰入額 425,044

  経常費用 35,296,816

    業務費用 16,143,300

      人件費 7,602,307

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



【様式第3号】

一般会計等 （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 40,024,354 82,968,513 -42,944,159

  純行政コスト（△） -34,081,557 -34,081,557

  財源 33,278,238 33,278,238

    税収等 23,287,235 23,287,235

    国府等補助金 9,991,003 9,991,003

  本年度差額 -803,319 -803,319

  固定資産等の変動（内部変動） -668,344 668,344

    有形固定資産等の増加 1,287,424 -1,287,424

    有形固定資産等の減少 -1,828,747 1,828,747

    貸付金・基金等の増加 1,952,787 -1,952,787

    貸付金・基金等の減少 -2,079,807 2,079,807

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 130,346 130,346

  その他 10,814,305 - 10,814,305

  本年度純資産変動額 10,141,332 -537,998 10,679,330

本年度末純資産残高 50,165,686 82,430,515 -32,264,829

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】

一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 547,149

本年度歳計外現金増減額 -28,083

本年度末歳計外現金残高 519,067

本年度末現金預金残高 1,142,878

    その他の収入 -

財務活動収支 18,057

本年度資金収支額 -66,449

前年度末資金残高 690,260

本年度末資金残高 623,811

  財務活動支出 2,063,043

    地方債償還支出 2,063,043

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,081,100

    地方債発行収入 2,081,100

    貸付金元金回収収入 1,149,410

    資産売却収入 827

    その他の収入 41,303

投資活動収支 -909,023

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,142,510

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,803,830

    国府等補助金収入 352,997

    基金取崩収入 259,293

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,712,853

    公共施設等整備費支出 1,287,424

    基金積立金支出 282,920

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 623,988

業務活動収支 824,517

  業務収入 33,686,097

    税収等収入 23,352,367

    国府等補助金収入 9,027,805

    使用料及び手数料収入 831,340

    その他の収入 474,585

    移転費用支出 19,153,516

      補助金等支出 3,992,653

      社会保障給付支出 10,956,958

      他会計への繰出支出 4,198,025

      その他の支出 5,881

    業務費用支出 14,332,052

      人件費支出 7,606,801

      物件費等支出 6,235,535

      支払利息支出 260,194

      その他の支出 229,521

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 33,485,568


