
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,158,019 固定負債 15,601,048

有形固定資産 44,869,742 ※ 地方債等 11,922,243
事業用資産 13,257,630 長期未払金 -

土地 4,338,401 退職手当引当金 1,387,468
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,704,448 その他 2,291,337
建物減価償却累計額 △ 9,719,181 流動負債 1,446,982
工作物 1,218,071 1年内償還予定地方債等 1,348,483
工作物減価償却累計額 △ 309,549 未払金 3,682
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 29
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 85,330
航空機 - 預り金 9,458
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 78,654 17,048,031 ※

その他減価償却累計額 △ 53,214 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 46,294,401

インフラ資産 31,283,032 余剰分（不足分） △ 15,938,790
土地 1,588,665
建物 1,518,489
建物減価償却累計額 △ 376,461
工作物 53,100,068
工作物減価償却累計額 △ 24,564,145
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 16,416

物品 1,325,796
物品減価償却累計額 △ 996,717

無形固定資産 45,148
ソフトウェア 0
その他 45,148

投資その他の資産 1,243,129 ※

投資及び出資金 612,928 ※

有価証券 37,383
出資金 575,546
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 131,132
長期貸付金 1,063
基金 507,666

減債基金 0
その他 507,666

その他 -
徴収不能引当金 △ 9,660

流動資産 1,245,622 ※

現金預金 1,048,719
未収金 55,763
短期貸付金 0
基金 136,382

財政調整基金 123,077
減債基金 13,305

棚卸資産 4,759
その他 -
徴収不能引当金 -

繰延資産 - 30,355,611
47,403,642 ※ 47,403,642

※ 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。

全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表
（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



（単位：千円）

経常費用 11,830,594
業務費用 5,609,950

人件費 1,637,839
職員給与費 1,217,570
賞与等引当金繰入額 85,330
退職手当引当金繰入額 102,622
その他 232,317

物件費等 3,760,650
物件費 1,880,441
維持補修費 265,403
減価償却費 1,612,533
その他 2,273

その他の業務費用 211,462 ※

支払利息 160,238
徴収不能引当金繰入額 10,696
その他 40,527

移転費用 6,220,644
補助金等 5,485,752
社会保障給付 684,902
他会計への繰出金 0
その他 49,990

経常収益 776,423
使用料及び手数料 577,000
その他 199,423

純経常行政コスト △ 11,054,172 ※

臨時損失 0
災害復旧事業費 -
資産除売却損 0
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 40,129
資産売却益 40,129
その他 -

純行政コスト △ 11,014,043

※ 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。

全体行政全体行政全体行政全体行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 31,878,591 48,515,453 △ 16,636,862

純行政コスト（△） △ 11,014,043 △ 11,014,043

財源 10,478,249 10,478,249

税収等 7,531,324 7,531,324

国県等補助金 2,946,925 2,946,925

本年度差額 △ 535,793 ※ △ 535,793 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,053,322 ※ 1,053,322 ※

有形固定資産等の増加 328,765 △ 328,765

有形固定資産等の減少 △ 1,571,840 1,571,840

貸付金・基金等の増加 284,788 △ 284,788

貸付金・基金等の減少 △ 95,036 95,036

資産評価差額 - -

無償所管換等 154,730 154,730

その他 △ 1,141,917 △ 1,322,460 180,543

本年度純資産変動額 △ 1,522,980 △ 2,221,052 698,072

本年度末純資産残高 30,355,611 46,294,401 △ 15,938,790

※ 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。

全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書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 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 10,291,267 ※

業務費用支出 4,074,944 ※

人件費支出 1,735,113
物件費等支出 2,145,006
支払利息支出 160,238
その他の支出 34,586

移転費用支出 6,216,323
補助金等支出 5,481,437
社会保障給付支出 684,902
他会計への繰出支出 0
その他の支出 49,984

業務収入 11,092,296 ※

税収等収入 7,535,691
国県等補助金収入 2,824,576
使用料及び手数料収入 526,879
その他の収入 205,151

臨時支出 16,069
災害復旧事業費支出 16,069
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 784,960
【投資活動収支】

投資活動支出 475,105 ※

公共施設等整備費支出 227,324
基金積立金支出 201,780
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 46,000
その他の支出 -

投資活動収入 251,186
国県等補助金収入 122,349
基金取崩収入 25,203
貸付金元金回収収入 46,425
資産売却収入 51,653
その他の収入 5,556

投資活動収支 △ 223,919
【財務活動収支】

財務活動支出 1,342,999
地方債償還支出 1,326,391
その他の支出 16,608

財務活動収入 716,602
地方債発行収入 716,602
その他の収入 0

財務活動収支 △ 626,397
△ 65,356
1,086,422
1,021,066

前年度末歳計外現金残高 27,962
本年度歳計外現金増減額 △ 309
本年度末歳計外現金残高 27,653
本年度末現金預金残高 1,048,719

※ 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

全体資金収支計算書全体資金収支計算書全体資金収支計算書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 金額

本年度資金収支額


