
【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 68,236,130 固定負債 4,199,155

有形固定資産 66,968,791 地方債 3,355,883
事業用資産 30,698,841 長期未払金 -

土地 3,852,045 退職手当引当金 843,272
立木竹 22,324,967 損失補償等引当金 -
建物 5,612,217 その他 -
建物減価償却累計額 △ 3,969,697 流動負債 539,197
工作物 6,724,139 447,263
工作物減価償却累計額 △ 3,845,477 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 83,308
航空機 - 預り金 8,626
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 4,738,351
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 648 固定資産等形成分 69,016,748

インフラ資産 36,234,173 余剰分（不足分） △ 4,551,179
土地 7,218
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 46,666,762
工作物減価償却累計額 △ 10,498,203
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 58,396

物品物品 61,991
物品減価償却累計額 △ 26,214

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,267,338
投資及び出資金 125,622

有価証券 2,690
出資金 122,932
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 25,672
長期貸付金 -
基金 1,116,044

減債基金 360,420
その他 755,624

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 967,790
現金預金 164,537
未収金 21,184
短期貸付金 -
基金 782,069

財政調整基金 782,069
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 - 純資産合計 64,465,569

資産合計 69,203,920 負債及び純資産合計 69,203,920

（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 3,989,004

業務費用 2,753,003

人件費 723,952

595,580

賞与等引当金繰入額 83,308

退職手当引当金繰入額 △ 1,232

その他 46,296

物件費等 1,973,221

物件費 761,751

維持補修費 89,606

減価償却費 1,118,519

その他 3,346

その他の業務費用 55,831

支払利息 35,462

徴収不能引当金繰入額 -

その他 20,369

移転費用 1,236,000

補助金等 740,626

社会保障給付 231,669

他会計への繰出金 260,170

その他 3,535

経常収益 212,093

使用料及び手数料 103,008

その他 109,085

純経常行政コスト △ 3,776,911

臨時損失 150,401

災害復旧事業費 134,170

資産除売却損 16,231

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 △ 3,927,312

 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 65,220,187 69,680,352 △ 4,460,166
純行政コスト（△） △ 3,927,312 △ 3,927,312
財源 3,172,461 3,172,461

税収等 2,656,481 2,656,481
国県等補助金 515,980 515,980

本年度差額 △ 754,851 △ 754,851
固定資産等の変動（内部変動） △ 664,622 664,622

有形固定資産等の増加 373,657 △ 373,657
有形固定資産等の減少 △ 1,134,749 1,134,749
貸付金・基金等の増加 184,028 △ 184,028
貸付金・基金等の減少 △ 87,558 87,558

資産評価差額 919 919
無償所管換等 98 98
その他 △ 784 - △ 784
本年度純資産変動額 △ 754,618 △ 663,605 △ 91,013

本年度末純資産残高 64,465,569 69,016,748 △ 4,551,179

 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 3,989,004
業務費用 2,753,003

人件費 723,952 　
職員給与費 595,580
賞与等引当金繰入額 83,308
退職手当引当金繰入額 △ 1,232
その他 46,296

物件費等 1,973,221
物件費 761,751
維持補修費 89,606
減価償却費 1,118,519
その他 3,346

その他の業務費用 55,831
支払利息 35,462
徴収不能引当金繰入額 -
その他 20,369

移転費用 1,236,000
補助金等 740,626
社会保障給付 231,669
他会計への繰出金 260,170
その他 3,535

経常収益 212,093
使用料及び手数料 103,008
その他 109,085

純経常行政コスト △ 3,776,911
臨時損失 150,401

災害復旧事業費 134,170
資産除売却損 16,231
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 - 金額
その他 - 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 3,927,312 △ 3,927,312
財源 3,172,461 3,172,461

税収等 2,656,481 2,656,481
国県等補助金 515,980 515,980

本年度差額 △ 754,851 △ 754,851
固定資産等の変動（内部変動） △ 664,622 664,622

有形固定資産等の増加 373,657 △ 373,657
有形固定資産等の減少 △ 1,134,749 1,134,749
貸付金・基金等の増加 184,028 △ 184,028
貸付金・基金等の減少 △ 87,558 87,558

資産評価差額 919 919
無償所管換等 98 98
その他 △ 784 - △ 784

本年度純資産変動額 △ 754,618 △ 663,605 △ 91,013
前年度末純資産残高 65,220,187 69,680,352 △ 4,460,166
本年度末純資産残高 64,465,569 69,016,748 △ 4,551,179

 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 2,828,189

業務費用支出 1,592,189
人件費支出 681,656
物件費等支出 854,702
支払利息支出 35,462
その他の支出 20,369

移転費用支出 1,236,000
補助金等支出 740,626
社会保障給付支出 231,669
他会計への繰出支出 260,170
その他の支出 3,535

業務収入 3,177,862
税収等収入 2,642,608
国県等補助金収入 323,487
使用料及び手数料収入 102,795
その他の収入 108,972

臨時支出 134,170
災害復旧事業費支出 134,170
その他の支出 -

臨時収入 95,974
業務活動収支 311,477
【投資活動収支】

投資活動支出 557,685
公共施設等整備費支出 373,657
基金積立金支出 184,028
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 184,077
国県等補助金収入 96,519
基金取崩収入 87,558
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 373,608
【財務活動収支】

財務活動支出 450,056
地方債償還支出 416,556
その他の支出 33,500

財務活動収入 499,600
地方債発行収入 466,100
その他の収入 33,500

財務活動収支 49,544
本年度資金収支額 △ 12,588
前年度末資金残高 168,499
本年度末資金残高 155,912

前年度末歳計外現金残高 8,413
本年度歳計外現金増減額 212
本年度末歳計外現金残高 8,626
本年度末現金預金残高 164,537

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日
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