
【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 2,820,942,833   固定負債 1,240,732,937

    有形固定資産 2,753,026,353     地方債等 1,005,419,676

      事業用資産 903,863,862     長期未払金 1,280,714

        土地 614,461,375     退職手当引当金 39,126,291

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,303,634

        建物 656,116,709     その他 191,602,622

        建物減価償却累計額 -381,859,986   流動負債 146,965,796

        工作物 19,941,532     １年内償還予定地方債等 123,644,628

        工作物減価償却累計額 -12,747,071     未払金 6,946,493

        船舶 916,594     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -857,200     前受金 1,809,398

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 6,007,261

        航空機 1,778,700     預り金 8,035,129

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 522,887

        その他 7,998,756 負債合計 1,387,698,733

        その他減価償却累計額 -6,522,997 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,416,150   固定資産等形成分 2,928,903,366

      インフラ資産 1,833,472,447   余剰分（不足分） -1,363,534,766

        土地 744,468,630   他団体出資等分 -

        建物 53,347,689

        建物減価償却累計額 -29,184,760

        工作物 2,217,107,703

        工作物減価償却累計額 -1,333,335,380

        その他 93,279,750

        その他減価償却累計額 -58,453,446

        建設仮勘定 146,242,261

      物品 38,638,129

      物品減価償却累計額 -22,948,085

    無形固定資産 31,111,065

      ソフトウェア 22,395,297

      その他 8,715,768

    投資その他の資産 36,805,415

      投資及び出資金 4,012,515

        有価証券 1,185,899

        出資金 2,826,616

        その他 -

      長期延滞債権 9,023,412

      長期貸付金 7,286,156

      基金 17,412,090

        減債基金 -

        その他 17,412,090

      その他 467,037

      徴収不能引当金 -1,395,795

  流動資産 132,124,500

    現金預金 15,982,288

    未収金 8,918,153

    短期貸付金 100,973

    基金 107,859,560

      財政調整基金 7,105,091

      減債基金 100,754,469

    棚卸資産 101,394

    その他 25,478

    徴収不能引当金 -863,346

  繰延資産 - 純資産合計 1,565,368,600

資産合計 2,953,067,333 負債及び純資産合計 2,953,067,333

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 117,432

純行政コスト 444,298,685

    その他 714,885

  臨時利益 120,495

    資産売却益 3,063

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,321,114

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 54,827,042

純経常行政コスト 440,383,181

  臨時損失 4,035,999

      その他 575,313

  経常収益 95,183,577

    使用料及び手数料 40,356,535

    移転費用 280,280,690

      補助金等 199,550,672

      社会保障給付 80,154,705

        支払利息 15,080,852

        徴収不能引当金繰入額 1,495,479

        その他 12,877,762

        減価償却費 62,680,747

        その他 135,940

      その他の業務費用 29,454,093

      物件費等 153,253,013

        物件費 87,217,069

        維持補修費 3,219,257

        賞与等引当金繰入額 5,912,806

        退職手当引当金繰入額 3,112,797

        その他 8,304,472

    業務費用 255,286,068

      人件費 72,578,962

        職員給与費 55,248,887

  経常費用 535,566,758

全体行政コスト計算書
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】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 1,566,712,971 2,955,189,565 -1,388,476,594 -

  純行政コスト（△） -444,298,685 -444,298,685 -

  財源 436,314,042 436,314,042 -

    税収等 320,599,585 320,599,585 -

    国県等補助金 115,714,457 115,714,457 -

  本年度差額 -7,984,643 -7,984,643 -

  固定資産等の変動（内部変動） -31,975,343 31,975,343

    有形固定資産等の増加 33,043,093 -33,042,952

    有形固定資産等の減少 -54,364,544 54,364,544

    貸付金・基金等の増加 73,374,718 -73,374,718

    貸付金・基金等の減少 -84,028,610 84,028,469

  資産評価差額 6,760,756 6,760,756

  無償所管換等 358,472 358,472

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -478,956 -1,430,084 951,128

  本年度純資産変動額 -1,344,371 -26,286,199 24,941,828 -

本年度末純資産残高 1,565,368,600 2,928,903,366 -1,363,534,766 -

全体純資産変動計算書
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）

本年度末歳計外現金残高 8,035,129

本年度末現金預金残高 15,982,288

本年度末資金残高 7,947,159

前年度末歳計外現金残高 7,747,159

本年度歳計外現金増減額 287,970

本年度資金収支額 -8,347,218

前年度末資金残高 16,294,377

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 91,852,747

    その他の収入 -691,459

財務活動収支 -14,029,194

    地方債等償還支出 95,191,195

    その他の支出 9,999,287

  財務活動収入 91,161,288

投資活動収支 -36,931,988

【財務活動収支】

  財務活動支出 105,190,482

    貸付金元金回収収入 -466,047

    資産売却収入 304,178

    その他の収入 32,799,031

  投資活動収入 65,630,716

    国県等補助金収入 9,538,667

    基金取崩収入 23,454,887

    投資及び出資金支出 32,483,581

    貸付金支出 -609,513

    その他の支出 19,727

  投資活動支出 102,562,704

    公共施設等整備費支出 36,059,158

    基金積立金支出 34,609,751

  臨時収入 4,010,338

業務活動収支 42,613,964

【投資活動収支】

  臨時支出 213,607

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 213,607

    国県等補助金収入 108,215,704

    使用料及び手数料収入 26,322,470

    その他の収入 67,306,694

      その他の支出 575,313

  業務収入 511,128,425

    税収等収入 309,283,557

    移転費用支出 280,280,110

      補助金等支出 199,550,092

      社会保障給付支出 80,154,705

      物件費等支出 89,705,287

      支払利息支出 15,078,762

      その他の支出 15,098,841

  業務支出 472,311,192

    業務費用支出 192,031,082

      人件費支出 72,148,192

全体資金収支計算書
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】


