
決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 81,156,400 固定負債 18,031,781
有形固定資産 75,427,630 地方債 14,190,070
事業用資産 27,271,902 長期未払金 967,935
土地 9,502,361 退職手当引当金 2,873,543
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 35,300,298 その他 233
建物減価償却累計額 △ 21,047,383 流動負債 3,277,886
工作物 10,291,293 １年内償還予定地方債 2,229,534
工作物減価償却累計額 △ 7,906,674 未払金 619,405
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 231,871
航空機 - 預り金 196,146
航空機減価償却累計額 - その他 931
その他 - 21,309,667
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 704,949 固定資産等形成分 85,545,770

インフラ資産 47,961,587 余剰分（不足分） △ 20,309,459
土地 1,523,446
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 135,841,330
工作物減価償却累計額 △ 89,415,612
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 12,423

物品 1,683,327
物品減価償却累計額 △ 1,489,187

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 5,728,769
投資及び出資金 138,799
有価証券 12,212
出資金 126,587
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 678,221
長期貸付金 77,324
基金 4,862,910
減債基金 -
その他 4,862,910

その他 -
徴収不能引当金 △ 28,485

流動資産 5,389,578
現金預金 895,394
未収金 109,409
短期貸付金 7,017
基金 4,382,353
財政調整基金 4,000,400
減債基金 381,953

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,595 65,236,311

86,545,978 86,545,978

貸借対照表（会計別)
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



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 19,881,907
業務費用 13,069,101
人件費 3,972,744
職員給与費 3,284,085
賞与等引当金繰入額 231,871
退職手当引当金繰入額 303,057
その他 153,732

物件費等 8,816,498
物件費 4,107,968
維持補修費 986,427
減価償却費 3,722,103
その他 -

その他の業務費用 279,859
支払利息 133,423
徴収不能引当金繰入額 43,935
その他 102,501

移転費用 6,812,806
補助金等 2,153,005
社会保障給付 2,714,914
他会計への繰出金 1,757,995
その他 186,892

経常収益 543,147
使用料及び手数料 265,379
その他 277,768

純経常行政コスト △ 19,338,760
臨時損失 128,101
災害復旧事業費 -
資産除売却損 128,101
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 214
資産売却益 214
その他 -

純行政コスト △ 19,466,647

行政コスト計算書（会計別)
自　平成２８年　４月　１日
至　平成２９年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

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 67,458,710 88,066,514 △ 20,607,804
純行政コスト（△） △ 19,466,647 △ 19,466,647
財源 17,026,537 17,026,537
税収等 13,729,999 13,729,999
国県等補助金 3,296,538 3,296,538

本年度差額 △ 2,440,110 △ 2,440,110
固定資産の変動（内部変動） △ 2,736,026 2,736,026
有形固定資産等の増加 1,912,136 △ 1,912,136
有形固定資産等の減少 △ 3,849,798 3,849,798
貸付金・基金等の増加 133,042 △ 133,042
貸付金・基金等の減少 △ 931,407 931,407

資産評価差額 - -
無償所管換等 215,282 215,282
内部取引 - -
その他 2,428 2,428
本年度純資産変動額 △ 2,222,400 △ 2,520,745 298,345
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 65,236,311 85,545,770 △ 20,309,459

純資産変動計算書（会計別)
自　平成２８年　４月　１日
至　平成２９年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度 ： 平成28年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 16,160,316
業務費用支出 9,245,008
人件費支出 4,004,255
物件費等支出 5,107,343
支払利息支出 133,410
その他の支出 -

移転費用支出 6,915,308
補助金等支出 2,153,005
社会保障給付支出 2,714,914
他会計への繰出支出 1,757,995
その他の支出 289,394

業務収入 17,313,909
税収等収入 13,756,738
国県等補助金収入 3,014,972
使用料及び手数料収入 265,516
その他の収入 276,684

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 2,202
業務活動収支 1,155,795
【投資活動収支】
投資活動支出 2,050,483
公共施設等整備費支出 1,417,647
基金積立金支出 603,336
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 -

投資活動収入 1,161,049
国県等補助金収入 279,364
基金取崩収入 831,727
貸付金元金回収収入 36,515
資産売却収入 13,443
その他の収入 -

投資活動収支 △ 889,434
【財務活動収支】
財務活動支出 2,045,122
地方債償還支出 2,044,178
その他の支出 944

財務活動収入 1,448,500
地方債発行収入 1,448,500
その他の収入 -

財務活動収支 △ 596,622
本年度資金収支額 △ 330,261
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 1,029,510
本年度末資金残高 699,248

前年度末歳計外現金残高 197,461
本年度歳計外現金増減額 △ 1,316
本年度末歳計外現金残高 196,146
本年度末現金預金残高 895,394

資金収支計算書（会計別)
自　平成２８年　４月　１日
至　平成２９年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


