
一般会計等 （単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 63,666,260 ※ 固定負債 34,772,526

有形固定資産 56,462,379 ※ 地方債 29,084,048
事業用資産 36,702,008 ※ 長期未払金 382,953

土地 17,030,964 退職手当引当金 4,883,611
立木竹 141,284 損失補償等引当金 304,277
建物 43,048,840 その他 117,637
建物減価償却累計額 △ 28,002,256 流動負債 3,314,219
工作物 4,447,412 1年内償還予定地方債 2,765,570
工作物減価償却累計額 △ 3,513,215 未払金 139,768
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 261,212
航空機 0 預り金 72,867
航空機減価償却累計額 0 その他 74,802
その他 19,045 38,086,745
その他減価償却累計額 △ 13,888 【純資産の部】
建設仮勘定 3,543,821 固定資産等形成分 68,517,719

インフラ資産 17,471,592 余剰分（不足分） △ 37,486,443
土地 846,060
建物 323,899
建物減価償却累計額 △ 262,576
工作物 35,837,647
工作物減価償却累計額 △ 19,316,176
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 42,738

物品 4,657,625
物品減価償却累計額 △ 2,368,846

無形固定資産 18,891
ソフトウェア 18,891
その他 0

投資その他の資産 7,184,990
投資及び出資金 2,563,188

有価証券 10,000
出資金 2,553,188
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 381,025
長期貸付金 350,929
基金 3,912,931

減債基金 9,420
その他 3,903,511

その他 0
徴収不能引当金 △ 23,083

流動資産 5,451,762
現金預金 494,754
未収金 106,088
短期貸付金 76,897
基金 4,774,562

財政調整基金 4,207,249
減債基金 567,313

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △ 539 31,031,276

69,118,022 69,118,022 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



一般会計等 （単位：千円）

経常費用 23,375,964
業務費用 11,270,455 ※

人件費 4,230,314
職員給与費 3,167,380
賞与等引当金繰入額 261,212
退職手当引当金繰入額 648,626
その他 153,096

物件費等 6,560,120 ※

物件費 4,268,099
維持補修費 266,129
減価償却費 2,024,490
その他 1,403

その他の業務費用 480,021
支払利息 272,903
徴収不能引当金繰入額 16,633
その他 190,485

移転費用 12,105,509 ※

補助金等 4,189,479
社会保障給付 4,619,541
他会計への繰出金 3,289,752
その他 6,736

経常収益 1,705,682
使用料及び手数料 557,442
その他 1,148,240

純経常行政コスト △ 21,670,282
臨時損失 72,829 ※

災害復旧事業費 42,781
資産除売却損 30,047
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 6,735
資産売却益 6,735
その他 -

純行政コスト △ 21,736,376

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



一般会計等 （単位：千円）

前年度末純資産残高 30,113,536 64,415,411 △ 34,301,875

純行政コスト（△） △ 21,736,376 △ 21,736,376

財源 22,675,073 22,675,073

税収等 17,396,305 17,396,305

国県等補助金 5,278,768 5,278,768

本年度差額 938,697 938,697

固定資産等の変動（内部変動） 4,123,264 △ 4,123,264

有形固定資産等の増加 5,624,540 △ 5,624,540

有形固定資産等の減少 △ 3,112,066 3,112,066

貸付金・基金等の増加 1,885,639 △ 1,885,639

貸付金・基金等の減少 △ 274,849 274,849

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 20,957 △ 20,957

その他 - - -

本年度純資産変動額 917,741 ※ 4,102,308 ※ △ 3,184,567

本年度末純資産残高 31,031,276 ※ 68,517,719 △ 37,486,443 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 21,173,193 ※

業務費用支出 8,930,469 ※

人件費支出 3,927,322
物件費等支出 4,547,497
支払利息支出 272,903
その他の支出 182,746

移転費用支出 12,242,724
補助金等支出 4,326,695
社会保障給付支出 4,619,541
他会計への繰出支出 3,289,752
その他の支出 6,736

業務収入 24,146,112 ※

税収等収入 17,422,467
国県等補助金収入 5,046,018
使用料及び手数料収入 557,301
その他の収入 1,120,325

臨時支出 42,781
災害復旧事業費支出 42,781
その他の支出 -

臨時収入 29,177
業務活動収支 2,959,314 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 6,547,046 ※

公共施設等整備費支出 4,614,115
基金積立金支出 1,781,802
投資及び出資金支出 150,482
貸付金支出 646
その他の支出 -

投資活動収入 578,415 ※

国県等補助金収入 203,573
基金取崩収入 94,514
貸付金元金回収収入 78,629
資産売却収入 30,017
その他の収入 171,680

投資活動収支 △ 5,968,631
【財務活動収支】

財務活動支出 2,934,641 ※

地方債償還支出 2,853,956
その他の支出 80,684

財務活動収入 5,574,633
地方債発行収入 5,574,633
その他の収入 -

財務活動収支 2,639,992
△ 369,325

791,212
421,887

前年度末歳計外現金残高 70,574
本年度歳計外現金増減額 2,293
本年度末歳計外現金残高 72,867
本年度末現金預金残高 494,754

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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


