
一般会計 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 49,968,961 固定負債 4,080,793

有形固定資産 48,114,167 地方債 2,827,478
事業用資産 10,663,274 長期未払金 -

土地 5,992,157 退職手当引当金 1,234,458
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 12,645,040 その他 18,857
建物減価償却累計額 △ 8,730,539 流動負債 617,644
工作物 1,386,907 1年内償還予定地方債 486,387
工作物減価償却累計額 △ 926,802 未払金 -
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 75,703
航空機 - 預り金 44,638
航空機減価償却累計額 - その他 10,917
その他 - 4,698,437
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 30,769 固定資産等形成分 50,741,491

インフラ資産 37,267,146 余剰分（不足分） △ 4,381,580
土地 954,314
建物 246,126
建物減価償却累計額 △ 193,139
工作物 89,858,706
工作物減価償却累計額 △ 53,602,032
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 3,171

物品 609,414
物品減価償却累計額 △ 425,667

無形固定資産 8,408
ソフトウェア 8,408
その他 -

投資その他の資産 1,846,385
投資及び出資金 364,200

有価証券 11,962
出資金 352,237
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 38,066
長期貸付金 -
基金 1,446,819

減債基金 74,798
その他 1,372,022

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,700

流動資産 1,089,387
現金預金 305,839
未収金 11,867
短期貸付金 -
基金 772,530

財政調整基金 772,530
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 848 46,359,911

51,058,348 51,058,348
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

-

【様式第２号】

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 金額

6,792,764

4,623,324

1,147,916

944,760

75,703

1,005,897

127,453

3,427,073

1,196,872

133,964

2,093,617

2,620

48,335

25,155

2,246

20,933

2,169,441

-

513,465

646,637

3,441

361,148

118,010

243,138

6,431,617

10,408

-

10,186

-

222

3,993

3,993

-

6,438,031



一般会計 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 52,013,645 △ 4,315,112

純行政コスト（△） 6,438,031

財源 5,098,028

税収等 4,161,646

国県等補助金 936,382

本年度差額 △ 1,340,003

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,273,537 1,273,537

有形固定資産等の増加 813,126 △ 813,126

有形固定資産等の減少 △ 2,105,087 2,105,087

貸付金・基金等の増加 201,175 △ 201,175

貸付金・基金等の減少 △ 182,751 182,751

資産評価差額 △ 555

無償所管換等 1,938

その他 - △ 2

本年度純資産変動額 △ 1,272,154 △ 66,467

本年度末純資産残高 50,741,491 △ 4,381,580

△ 1,340,003

【様式第３号】

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

科目 合計

47,698,532

6,438,031

5,098,028

4,161,646

936,382

1,938

△ 2

△ 1,338,621

46,359,911

△ 555



【様式第4号】

一般会計 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,694,943

業務費用支出 2,525,502

人件費支出 1,145,958

物件費等支出 1,342,082

支払利息支出 25,155

その他の支出 12,307

移転費用支出 2,169,441

補助金等支出 1,005,897

社会保障給付支出 513,465

他会計への繰出支出 646,637

その他の支出 3,441

業務収入 5,310,365

税収等収入 4,161,893

国県等補助金収入 791,465

使用料及び手数料収入 117,998

その他の収入 239,009

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 615,422

【投資活動収支】

投資活動支出 1,014,145

公共施設等整備費支出 813,126

基金積立金支出 164,012

投資及び出資金支出 8

貸付金支出 37,000

その他の支出 -

投資活動収入 332,688

国県等補助金収入 144,917

基金取崩収入 145,494

貸付金元金回収収入 37,000

資産売却収入 5,277

その他の収入 -

投資活動収支 △ 681,457

【財務活動収支】

財務活動支出 519,365

地方債償還支出 508,448

その他の支出 10,917

財務活動収入 496,074

地方債発行収入 496,074

その他の収入 -

財務活動収支 △ 23,291

△ 89,326

350,527

261,201

前年度末歳計外現金残高 45,236

本年度歳計外現金増減額 △ 598

本年度末歳計外現金残高 44,638

本年度末現金預金残高 305,839

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


