
【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 14,296,397 固定負債 1,462,383

有形固定資産 12,313,660 地方債 1,267,881
事業用資産 11,765,766 長期未払金 -

土地 1,441,281 退職手当引当金 194,502
立木竹 7,422,103 損失補償等引当金 -
建物 7,029,178 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,162,588 流動負債 232,152
工作物 32,152 217,054
工作物減価償却累計額 △ 4,607 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 11,773
航空機 - 預り金 3,325
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 1,694,535
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 8,248 固定資産等形成分 14,494,530

インフラ資産 500,315 余剰分（不足分） △ 1,537,927
土地 8,857
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 2,766,216
工作物減価償却累計額 △ 2,312,612
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 37,854

物品物品 923,244
物品減価償却累計額 △ 875,665

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,982,737
投資及び出資金 26,911

有価証券 41
出資金 26,871
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 79
長期貸付金 -
基金 1,955,746

減債基金 565,799
その他 1,389,948

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 354,741
現金預金 156,225
未収金 -
短期貸付金 -
基金 198,516

財政調整基金 198,516
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 - 純資産合計 12,956,603

資産合計 14,651,138 負債及び純資産合計 14,651,138

（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 1,249,754

業務費用 822,213

人件費 209,914

185,252

賞与等引当金繰入額 11,773

退職手当引当金繰入額 △ 12,248

その他 25,138

物件費等 598,102

物件費 283,333

維持補修費 86,196

減価償却費 226,907

その他 1,666

その他の業務費用 14,197

支払利息 8,581

徴収不能引当金繰入額 -

その他 5,616

移転費用 427,542

補助金等 260,688

社会保障給付 52,452

他会計への繰出金 111,841

その他 2,561

経常収益 102,132

使用料及び手数料 22,794

その他 79,338

純経常行政コスト △ 1,147,622

臨時損失 -

災害復旧事業費 -

資産除売却損 -

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 △ 1,147,622

 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 12,657,366 14,382,757 △ 1,725,391
純行政コスト（△） △ 1,147,622 △ 1,147,622
財源 1,446,705 1,446,705

税収等 1,236,162 1,236,162
国県等補助金 210,543 210,543

本年度差額 299,083 299,083
固定資産等の変動（内部変動） 111,773 △ 111,773

有形固定資産等の増加 199,707 △ 199,707
有形固定資産等の減少 △ 226,907 226,907
貸付金・基金等の増加 272,796 △ 272,796
貸付金・基金等の減少 △ 133,824 133,824

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
その他 154 - 154
本年度純資産変動額 299,237 111,773 187,464

本年度末純資産残高 12,956,603 14,494,530 △ 1,537,927

 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 1,249,754
業務費用 822,213

人件費 209,914 　
職員給与費 185,252
賞与等引当金繰入額 11,773
退職手当引当金繰入額 △ 12,248
その他 25,138

物件費等 598,102
物件費 283,333
維持補修費 86,196
減価償却費 226,907
その他 1,666

その他の業務費用 14,197
支払利息 8,581
徴収不能引当金繰入額 -
その他 5,616

移転費用 427,542
補助金等 260,688
社会保障給付 52,452
他会計への繰出金 111,841
その他 2,561

経常収益 102,132
使用料及び手数料 22,794
その他 79,338

純経常行政コスト △ 1,147,622
臨時損失 -

災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
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 △ 1,147,622 △ 1,147,622
財源 1,446,705 1,446,705

税収等 1,236,162 1,236,162
国県等補助金 210,543 210,543

本年度差額 299,083 299,083
固定資産等の変動（内部変動） 111,773 △ 111,773

有形固定資産等の増加 199,707 △ 199,707
有形固定資産等の減少 △ 226,907 226,907
貸付金・基金等の増加 272,796 △ 272,796
貸付金・基金等の減少 △ 133,824 133,824

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
その他 154 - 154

本年度純資産変動額 299,237 111,773 187,464
前年度末純資産残高 12,657,366 14,382,757 △ 1,725,391
本年度末純資産残高 12,956,603 14,494,530 △ 1,537,927

 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 1,034,971

業務費用支出 607,429
人件費支出 222,037
物件費等支出 371,195
支払利息支出 8,581
その他の支出 5,616

移転費用支出 427,542
補助金等支出 260,688
社会保障給付支出 52,452
他会計への繰出支出 111,841
その他の支出 2,561

業務収入 1,452,278
税収等収入 1,236,158
国県等補助金収入 113,987
使用料及び手数料収入 22,794
その他の収入 79,338

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 417,307
【投資活動収支】

投資活動支出 472,503
公共施設等整備費支出 199,707
基金積立金支出 272,796
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 230,380
国県等補助金収入 96,556
基金取崩収入 133,824
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 △ 242,124
【財務活動収支】

財務活動支出 381,359
地方債償還支出 381,359
その他の支出 -

財務活動収入 196,600
地方債発行収入 196,600
その他の収入 -

財務活動収支 △ 184,759
本年度資金収支額 △ 9,576
前年度末資金残高 162,476
本年度末資金残高 152,900

前年度末歳計外現金残高 3,207
本年度歳計外現金増減額 118
本年度末歳計外現金残高 3,325
本年度末現金預金残高 156,225

 自　平成28年4月1日
 至　平成29年3月31日
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