
決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 大船渡市一般会計

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 143,255,743 固定負債 27,788,435
有形固定資産 125,116,065 地方債 23,526,216
事業用資産 64,962,494 長期未払金 4
土地 22,615,923 退職手当引当金 4,262,215
立木竹 損失補償等引当金
建物 67,223,135 その他
建物減価償却累計額 △ 28,228,141 流動負債 2,296,056
工作物 2,974,109 １年内償還予定地方債 2,068,594
工作物減価償却累計額 △ 188,871 未払金 3,280
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 224,183
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他 183,152 30,084,491
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 383,187 固定資産等形成分 151,483,121

インフラ資産 59,906,079 余剰分（不足分） △ 25,492,484
土地 2,432,039
建物 211,798
建物減価償却累計額 △ 124,532
工作物 80,809,771
工作物減価償却累計額 △ 32,687,306
その他 139,592
その他減価償却累計額
建設仮勘定 9,124,717

物品 1,222,257
物品減価償却累計額 △ 974,765

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産 18,139,678
投資及び出資金 1,887,455
有価証券 175,160
出資金 1,712,295
その他

投資損失引当金
長期延滞債権 143,372
長期貸付金 961,986
基金 15,154,570
減債基金
その他 15,154,570

その他
徴収不能引当金 △ 7,706

流動資産 12,819,385
現金預金 4,383,819
未収金 67,083
短期貸付金
基金 8,372,086
財政調整基金 5,941,870
減債基金 2,430,216

棚卸資産
その他
徴収不能引当金 △ 3,602 125,990,637

156,075,128 156,075,128

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

一般会計等貸借対照表
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

負債合計



決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 大船渡市一般会計

（単位：千円）
金　　　額

経常費用 24,551,613
業務費用 13,559,839
人件費 4,500,350
職員給与費 3,727,303
賞与等引当金繰入額 244,359
退職手当引当金繰入額 167,265
その他 361,422

物件費等 8,691,584
物件費 5,454,150
維持補修費 29,928
減価償却費 3,202,581
その他 4,925

その他の業務費用 367,905
支払利息 219,800
徴収不能引当金繰入額 7,714
その他 140,391

移転費用 10,991,774
補助金等 4,828,899
社会保障給付 2,541,525
他会計への繰出金 2,524,884
その他 1,096,467

経常収益 1,581,281
使用料及び手数料 364,316
その他 1,216,966

純経常行政コスト △ 22,970,332
臨時損失 20
災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他 18

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト △ 21,073,717

一般会計等行政コスト計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 大船渡市一般会計

（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 115,587,740 138,975,341 △ 23,387,600
純行政コスト（△） △ 21,073,717 △ 21,073,717
財源 28,410,749 28,410,749
税収等 16,331,542 16,331,542
国県等補助金 12,079,207 12,079,207

本年度差額 7,337,032 7,337,032
固定資産の変動（内部変動） 8,379,810 △ 8,379,810
有形固定資産等の増加 15,527,230 △ 15,527,230
有形固定資産等の減少 △ 2,938,148 2,938,148
貸付金・基金等の増加 7,111,422 △ 7,111,422
貸付金・基金等の減少 △ 11,320,694 11,320,694

資産評価差額 △ 1,946 △ 1,946
無償所管換等
内部取引
その他 △ 449,241 △ 449,241
本年度純資産変動額 6,885,844 8,377,864 △ 1,492,020
一般財源等充当調整額
本年度末純資産残高 122,473,584 147,353,204 △ 24,879,620

一般会計等純資産変動計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度 ： 平成29年度
会計 ： 大船渡市一般会計

（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 19,193,175
業務費用支出 9,001,817
人件費支出 3,751,124
物件費等支出 5,049,042
支払利息支出 201,651
その他の支出

移転費用支出 10,191,358
補助金等支出 4,430,182
社会保障給付支出 2,331,674
他会計への繰出支出 2,316,407
その他の支出 1,113,094

業務収入 25,182,927
税収等収入 16,204,691
国県等補助金収入 8,107,101
使用料及び手数料収入 258,973
その他の収入 612,162

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支 5,989,751
【投資活動収支】 0
投資活動支出 22,630,454
公共施設等整備費支出 15,527,230
基金積立金支出 6,669,949
投資及び出資金支出
貸付金支出 400,575
その他の支出

投資活動収入 15,595,108
国県等補助金収入 3,972,106
基金取崩収入 10,826,158
貸付金元金回収収入 487,341
資産売却収入 309,504
その他の収入

投資活動収支 △ 7,035,346
【財務活動収支】 0
財務活動支出 2,140,205
地方債償還支出 2,140,205
その他の支出

財務活動収入 1,496,461
地方債発行収入 1,496,461
その他の収入

財務活動収支 △ 643,744
本年度資金収支額 △ 1,689,338
一般財源等充当調整額
前年度末資金残高 4,021,852
本年度末資金残高 2,332,514

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 2,332,514

一般会計等資金収支計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


