
【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 28,943,247   固定負債 8,284,911

    有形固定資産 27,442,537     地方債 7,226,882

      事業用資産 11,810,011     長期未払金 -

        土地 3,010,375     退職手当引当金 1,058,029

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,094,753     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 10,848,116   流動負債 990,801

        工作物 1,038,003     １年内償還予定地方債 884,884

        工作物減価償却累計額 △ 577,934     未払金 -

        船舶 -     未払費用 1,981

        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 75,176

        航空機 -     預り金 28,760

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,275,712

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 58,202   固定資産等形成分 30,525,801

      インフラ資産 15,412,973   余剰分（不足分） △ 8,617,028

        土地 262,060

        建物 146,000

        建物減価償却累計額 △ 82,556

        工作物 35,400,776

        工作物減価償却累計額 △ 20,313,306

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 837,921

      物品減価償却累計額 △ 618,369

    無形固定資産 1,776

      ソフトウェア 1,776

      その他 -

    投資その他の資産 1,498,935

      投資及び出資金 113,147

        有価証券 10,635

        出資金 102,512

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 54,069

      長期貸付金 125,933

      基金 1,208,838

        減債基金 -

        その他 1,208,838

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 3,052

  流動資産 2,241,238

    現金預金 547,764

    未収金 102,571

    短期貸付金 14,546

    基金 1,568,008

      財政調整基金 1,241,654

      減債基金 326,355

    棚卸資産 8,958

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 609 純資産合計 21,908,774

資産合計 31,184,485 負債及び純資産合計 31,184,485

一般会計等貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 7,719,298

    その他 -

  臨時利益 3,176

    資産売却益 3,176

    資産除売却損 16,817

    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 7,705,658

  臨時損失 16,817

    災害復旧事業費 -

  経常収益 119,853

    使用料及び手数料 46,903

    その他 72,949

      社会保障給付 657,731

      他会計への繰出金 929,941

      その他 3,894

        その他 5,406

    移転費用 3,646,468

      補助金等 2,054,902

      その他の業務費用 80,570

        支払利息 71,545

        徴収不能引当金繰入額 3,619

        維持補修費 179,143

        減価償却費 1,222,525

        その他 -

        その他 583,259

      物件費等 2,839,779

        物件費 1,438,111

        職員給与費 487,913

        賞与等引当金繰入額 75,176

        退職手当引当金繰入額 112,345

  経常費用 7,825,510

    業務費用 4,179,042

      人件費 1,258,693

一般会計等行政コスト計算書
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)

前年度末純資産残高 22,788,921 31,012,551 △ 8,223,630

  純行政コスト（△） △ 7,719,298 △ 7,719,298

  財源 6,809,119 6,809,119

    税収等 5,234,692 5,234,692

    国県等補助金 1,574,427 1,574,427

  本年度差額 △ 910,179 △ 910,179

  固定資産等の変動（内部変動） △ 516,781 516,781

    有形固定資産等の増加 798,455 △ 798,455

    有形固定資産等の減少 △ 1,236,457 1,236,457

    貸付金・基金等の増加 402,948 △ 402,948

    貸付金・基金等の減少 △ 481,727 481,727

  資産評価差額 △ 318 △ 318

  無償所管換等 30,350 30,350

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 880,148 △ 486,750 △ 393,398

本年度末純資産残高 21,908,774 30,525,801 △ 8,617,028

一般会計等純資産変動計算書
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）

前年度末歳計外現金残高 26,276

本年度歳計外現金増減額 2,483

本年度末歳計外現金残高 28,760

本年度末現金預金残高 547,764

    その他の収入 -

財務活動収支 252,850

本年度資金収支額 136,082

前年度末資金残高 382,923

本年度末資金残高 519,004

  財務活動支出 739,650

    地方債償還支出 739,650

    その他の支出 -

  財務活動収入 992,500

    地方債発行収入 992,500

    貸付金元金回収収入 208,802

    資産売却収入 13,724

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 710,378

【財務活動収支】

    貸付金支出 197,536

    その他の支出 -

  投資活動収入 491,025

    国県等補助金収入 1,631

    基金取崩収入 266,867

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,201,402

    公共施設等整備費支出 798,455

    基金積立金支出 205,412

    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 -

業務活動収支 593,609

  業務収入 7,076,359

    税収等収入 5,240,204

    国県等補助金収入 1,716,101

    使用料及び手数料収入 47,035

    その他の収入 73,019

    移転費用支出 3,646,468

      補助金等支出 2,054,902

      社会保障給付支出 657,731

      他会計への繰出支出 929,941

      その他の支出 3,894

    業務費用支出 2,836,281

      人件費支出 1,142,703

      物件費等支出 1,617,254

      支払利息支出 71,721

      その他の支出 4,603

一般会計等資金収支計算書
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 6,482,750


