
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 217,180,474 固定負債 88,422,118

有形固定資産 209,823,971 地方債 54,664,723
事業用資産 121,697,231 長期未払金 21,992,541

土地 32,427,508 退職手当引当金 11,030,206
立木竹 47,365 損失補償等引当金 734,648
建物 155,878,077 その他 -
建物減価償却累計額 △ 68,616,754 流動負債 9,772,641
工作物 8,554,687 1年内償還予定地方債 6,189,107
工作物減価償却累計額 △ 6,825,038 未払金 2,320,869
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 715,497
航空機 - 預り金 547,168
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 98,194,759
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 231,386 固定資産等形成分 227,217,486

インフラ資産 85,798,582 余剰分（不足分） △ 95,180,498
土地 103,228
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 226,451,307
工作物減価償却累計額 △ 141,247,157
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 491,204

物品 5,868,601
物品減価償却累計額 △ 3,540,444

無形固定資産 40,225
ソフトウェア 28,155
その他 12,070

投資その他の資産 7,316,278
投資及び出資金 997,741

有価証券 32,600
出資金 965,141
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,534,751
長期貸付金 540,651
基金 4,390,128

減債基金 -
その他 4,390,128

その他 -
徴収不能引当金 △ 146,992

流動資産 13,051,273
現金預金 2,899,538
未収金 329,553
短期貸付金 15,750
基金 9,757,069

財政調整基金 7,651,028
減債基金 2,106,040

棚卸資産 -
その他 50,000
徴収不能引当金 △ 637 132,036,987

230,231,746 230,231,746

※一般会計等に含まれる会計は、一般会計のみです。

※ 記載金額は、千円未満を四捨五入し表示しているため、合計が一致しない場合があります。

一般会計等貸借対照表
（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 52,912,445
業務費用 29,788,464

人件費 10,496,569
職員給与費 8,784,286
賞与等引当金繰入額 703,181
退職手当引当金繰入額 -
その他 1,009,102

物件費等 18,432,310
物件費 9,926,135
維持補修費 703,446
減価償却費 7,802,729
その他 -

その他の業務費用 859,585
支払利息 488,679
徴収不能引当金繰入額 139,080
その他 231,826

移転費用 23,123,981
補助金等 5,750,547
社会保障給付 11,002,861
他会計への繰出金 5,758,088
その他 612,485

経常収益 2,616,149
使用料及び手数料 1,060,023
その他 1,556,126

純経常行政コスト 50,296,296
臨時損失 1,013,251

災害復旧事業費 772,660
資産除売却損 39,199
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 201,391
その他 -

臨時利益 34,407
資産売却益 11,140
その他 23,267

純行政コスト 51,275,140

一般会計等行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 133,316,541 230,375,157 △ 97,058,616

純行政コスト（△） △ 51,275,140 △ 51,275,140

財源 49,612,517 49,612,517

税収等 36,687,641 36,687,641

国県等補助金 12,924,877 12,924,877

本年度差額 △ 1,662,623 △ 1,662,623

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,540,740 3,540,740

有形固定資産等の増加 5,957,887 △ 5,957,887

有形固定資産等の減少 △ 9,080,603 9,080,603

貸付金・基金等の増加 5,479,666 △ 5,479,666

貸付金・基金等の減少 △ 5,897,691 5,897,691

資産評価差額 15,705 15,705

無償所管換等 367,363 367,363

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,279,554 △ 3,157,671 1,878,117

本年度末純資産残高 132,036,987 227,217,486 △ 95,180,498

一般会計等純資産変動計算書
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 47,342,243

業務費用支出 21,851,409
人件費支出 10,501,323
物件費等支出 10,629,581
支払利息支出 488,679
その他の支出 231,826

移転費用支出 25,490,834
補助金等支出 5,767,001
社会保障給付支出 11,002,861
他会計への繰出支出 8,108,487
その他の支出 612,485

業務収入 50,071,745
税収等収入 36,638,047
国県等補助金収入 11,149,539
使用料及び手数料収入 1,057,273
その他の収入 1,226,886

臨時支出 772,660
災害復旧事業費支出 772,660
その他の支出 -

臨時収入 368,769
業務活動収支 2,325,611
【投資活動収支】

投資活動支出 9,386,329
公共施設等整備費支出 4,449,770
基金積立金支出 1,982,559
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,954,000
その他の支出 -

投資活動収入 6,670,162
国県等補助金収入 1,406,568
基金取崩収入 2,212,344
貸付金元金回収収入 2,964,287
資産売却収入 86,963
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,716,167
【財務活動収支】

財務活動支出 6,361,719
地方債償還支出 6,361,719
その他の支出 -

財務活動収入 5,155,000
地方債発行収入 5,155,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,206,719
△ 1,597,274

3,999,644
2,402,370

前年度末歳計外現金残高 525,945
本年度歳計外現金増減額 △ 28,777
本年度末歳計外現金残高 497,168
本年度末現金預金残高 2,899,538

前年度末資金残高
本年度末資金残高

一般会計等資金収支計算書
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


