
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 242,576,707 固定負債 102,588,752

有形固定資産 234,520,787 地方債等 64,300,033
事業用資産 123,418,896 長期未払金 21,729,054

土地 33,285,365 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 4,794,810
建物減価償却累計額 △ 68,616,754 流動負債 11,755,875
工作物 9,377,463 1年内償還予定地方債等 7,039,219
工作物減価償却累計額 △ 6,836,756 未払金 3,234,958
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 8,682
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 768,911
航空機 - 預り金 547,168
航空機減価償却累計額 - その他 156,937
その他 - 114,344,627
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 284,136 固定資産等形成分 253,695,164

インフラ資産 105,697,420 余剰分（不足分） △ 106,124,341
土地 567,046
建物 1,439,157
建物減価償却累計額 △ 577,472
工作物 260,096,236
工作物減価償却累計額 △ 156,399,392
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 571,844

物品 14,475,041
物品減価償却累計額 △ 9,070,570

無形固定資産 43,282
ソフトウェア 28,155
その他 15,127

投資その他の資産 8,012,638
投資及び出資金 227,697

有価証券 32,600
出資金 195,097
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 2,780,048
長期貸付金 540,651
基金 4,809,732

減債基金 -
その他 4,809,732

その他 0
徴収不能引当金 △ 345,489

流動資産 19,338,742
現金預金 8,380,463
未収金 1,116,760
短期貸付金 15,750
基金 9,779,614

財政調整基金 7,673,574
減債基金 2,106,040

棚卸資産 29,280
その他 50,000
徴収不能引当金 △ 33,125

繰延資産 - 147,570,822
261,915,449 261,915,449

※ 全体財務書類には、一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計（保険事業勘定）、

　　介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）、千塚町上川原産業団地特別会計、水道事業会計が含まれます。　

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

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



（単位：千円）

経常費用 86,680,422
業務費用 33,393,868

人件費 11,245,125
職員給与費 9,333,727
賞与等引当金繰入額 756,595
退職手当引当金繰入額 -
その他 1,154,803

物件費等 20,646,390
物件費 10,960,573
維持補修費 901,067
減価償却費 8,784,750
その他 -

その他の業務費用 1,502,354
支払利息 699,848
徴収不能引当金繰入額 337,222
その他 465,283

移転費用 53,286,554
補助金等 40,169,635
社会保障給付 11,006,266
他会計への繰出金 1,488,123
その他 622,530

経常収益 5,153,708
使用料及び手数料 3,354,360
その他 1,799,347

純経常行政コスト 81,526,714
臨時損失 1,013,401

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 151

臨時利益 34,407
資産売却益 11,140
その他 23,267

純行政コスト 82,505,709

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 147,939,597 255,948,353 △ 108,008,756

純行政コスト（△） △ 82,505,709 △ 82,505,709

財源 81,713,144 81,713,144

税収等 58,541,368 58,541,368

国県等補助金 23,171,776 23,171,776

本年度差額 △ 792,565 △ 792,565

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,656,825 2,656,825

有形固定資産等の増加 7,403,529 △ 7,403,529

有形固定資産等の減少 △ 9,646,824 9,646,824

貸付金・基金等の増加 6,357,202 △ 6,357,202

貸付金・基金等の減少 △ 6,770,731 6,770,731

資産評価差額 15,705 15,705

無償所管換等 387,930 387,930

その他 20,155 0 20,155

本年度純資産変動額 △ 368,775 △ 2,253,189 1,884,414

本年度末純資産残高 147,570,822 253,695,164 △ 106,124,341

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 80,768,782

業務費用支出 25,238,103
人件費支出 11,242,217
物件費等支出 12,832,652
支払利息支出 699,848
その他の支出 463,386

移転費用支出 55,530,679
補助金等支出 40,169,635
社会保障給付支出 11,006,266
他会計への繰出支出 3,732,248
その他の支出 622,530

業務収入 85,427,253
税収等収入 58,264,701
国県等補助金収入 21,314,092
使用料及び手数料収入 3,351,611
その他の収入 2,496,850

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 4,254,581
【投資活動収支】

投資活動支出 10,674,894
公共施設等整備費支出 5,639,087
基金積立金支出 2,081,807
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 6,978,067
国県等補助金収入 1,488,914
基金取崩収入 2,351,094
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 86,809

投資活動収支 △ 3,696,827
【財務活動収支】

財務活動支出 7,158,717
地方債償還支出 7,158,717
その他の支出 -

財務活動収入 5,788,200
地方債発行収入 5,788,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,370,517
△ 812,763
8,696,058
7,883,295

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 8,380,463

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
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


