
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 119,525,538 固定負債 42,792,399
有形固定資産 112,023,672 地方債等 27,005,771
事業用資産 29,495,791 長期未払金 968,319
土地 9,854,211 退職手当引当金 3,036,515
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 38,810,122 その他 11,781,794
建物減価償却累計額 △ 22,834,721 流動負債 4,842,319
工作物 10,621,823 １年内償還予定地方債等 3,000,226
工作物減価償却累計額 △ 8,097,400 未払金 1,233,693
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 5
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 315,519
航空機 - 預り金 287,995
航空機減価償却累計額 - その他 4,882
その他 - 47,634,719
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 714,699 固定資産等形成分 124,042,087

インフラ資産 80,441,906 余剰分（不足分） △ 43,930,184
土地 2,165,031 他団体出資等分 -
建物 6,358,090
建物減価償却累計額 △ 1,783,454
工作物 172,663,394
工作物減価償却累計額 △ 98,998,980
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 37,825

物品 7,010,282
物品減価償却累計額 △ 4,924,307

無形固定資産 1,484,631
ソフトウェア -
その他 1,484,631

投資その他の資産 6,017,235
投資及び出資金 139,839
有価証券 12,212
出資金 127,627
その他 -

長期延滞債権 997,697
長期貸付金 25,980
基金 4,898,337
減債基金 -
その他 4,898,337

その他 12,964
徴収不能引当金 △ 57,582

流動資産 8,221,083
現金預金 2,963,173
未収金 740,962
短期貸付金 -
基金 4,516,548
財政調整基金 4,000,400
減債基金 516,148

棚卸資産 19,155
その他 573
徴収不能引当金 △ 19,328

繰延資産 - 80,111,903

127,746,622 127,746,622

全体貸借対照表
（平成２９年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 28,488,050
業務費用 17,671,975
人件費 5,100,723
職員給与費 4,278,121
賞与等引当金繰入額 302,633
退職手当引当金繰入額 364,503
その他 155,465

物件費等 11,818,694
物件費 5,343,781
維持補修費 1,436,512
減価償却費 5,038,066
その他 335

その他の業務費用 752,558
支払利息 415,118
徴収不能引当金繰入額 111,795
その他 225,644

移転費用 10,816,075
補助金等 7,900,341
社会保障給付 2,714,914
その他 200,821

経常収益 3,903,241
使用料及び手数料 3,448,774
その他 454,467

純経常行政コスト △ 24,584,809
臨時損失 128,151
災害復旧事業費 -
資産除売却損 128,101
損失補償等引当金繰入額 -
その他 50

臨時利益 215
資産売却益 214
その他 1

純行政コスト △ 24,712,745

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



（単位：千円）

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 82,712,260 126,719,880 △ 44,007,620 -
純行政コスト（△） △ 24,712,745 △ 24,712,745 -
財源 21,854,570 21,854,570 -
税収等 18,532,321 18,532,321 -
国県等補助金 3,322,249 3,322,249 -

本年度差額 △ 2,858,175 △ 2,858,175 -
固定資産の変動（内部変動） △ 2,933,182 2,933,182
有形固定資産等の増加 3,222,320 △ 3,222,320
有形固定資産等の減少 △ 5,278,091 5,278,091
貸付金・基金等の増加 145,156 △ 145,156
貸付金・基金等の減少 △ 1,022,568 1,022,568

資産評価差額 - -
無償所管換等 255,389 255,389
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 2,428 2,428
本年度純資産変動額 △ 2,600,357 △ 2,677,793 77,436 -
本年度末純資産残高 80,111,903 124,042,087 △ 43,930,184 -

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

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 23,337,104
業務費用支出 12,381,347
人件費支出 5,096,772
物件費等支出 6,815,066
支払利息支出 415,105
その他の支出 54,405

移転費用支出 10,955,757
補助金等支出 7,900,341
社会保障給付支出 2,714,914
その他の支出 340,502

業務収入 25,538,741
税収等収入 18,733,766
国県等補助金収入 3,271,864
使用料及び手数料収入 3,580,908
その他の収入 △ 47,797

臨時支出 12
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 12

臨時収入 2,202
業務活動収支 2,203,827
【投資活動収支】
投資活動支出 3,205,166
公共施設等整備費支出 2,559,532
基金積立金支出 607,224
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 8,910

投資活動収入 1,907,964
国県等補助金収入 647,567
基金取崩収入 854,625
貸付金元金回収収入 29,500
資産売却収入 313,443
その他の収入 62,829

投資活動収支 △ 1,297,202
【財務活動収支】
財務活動支出 2,836,221
地方債等償還支出 2,786,094
その他の支出 50,127

財務活動収入 2,006,665
地方債等発行収入 1,964,800
その他の収入 41,865

財務活動収支 △ 829,556
本年度資金収支額 77,069
前年度末資金残高 2,518,649
本年度末資金残高 2,595,718

前年度末歳計外現金残高 368,771
本年度歳計外現金増減額 △ 1,316
本年度末歳計外現金残高 367,455
本年度末現金預金残高 2,963,173

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


