
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 124,851,097 固定負債 25,620,966

有形固定資産 103,235,764 地方債 21,611,766

事業用資産 57,452,830 長期未払金 705

土地 20,332,655 退職手当引当金 4,008,495

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 58,984,526 その他 -

建物減価償却累計額 △ 24,641,529 流動負債 2,146,588

工作物 267,625 １年内償還予定地方債 1,944,300

工作物減価償却累計額 △ 149,781 未払金 1,257

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 201,031

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 27,767,554

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 2,659,334 固定資産等形成分 131,289,227

インフラ資産 45,521,087 余剰分（不足分） △ 22,018,775

土地 2,153,412

建物 163,530

建物減価償却累計額 △ 106,978

工作物 68,304,608

工作物減価償却累計額 △ 28,669,600

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 3,676,115

物品 1,065,946

物品減価償却累計額 △ 804,099

無形固定資産 -

ソフトウェア -

その他 -

投資その他の資産 21,615,333

投資及び出資金 1,703,413

有価証券 162,483

出資金 1,540,930

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 118,224

長期貸付金 962,158

基金 18,839,637

減債基金 -

その他 18,839,637

その他 -

徴収不能引当金 △ 8,098

流動資産 12,186,909

現金預金 5,571,704

未収金 61,963

短期貸付金 -

基金 6,557,487

財政調整基金 5,155,327

減債基金 1,402,160

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 4,244 109,270,452

137,038,006 137,038,006

一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表

（平成２９年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：千円）

金　　　額

経常費用 25,967,014

業務費用 13,281,464

人件費 3,704,178

職員給与費 3,113,325

賞与等引当金繰入額 201,031

退職手当引当金繰入額 87,655

その他 302,168

物件費等 9,298,948

物件費 6,861,159

維持補修費 14,083

減価償却費 2,419,000

その他 4,707

その他の業務費用 278,337

支払利息 199,856

徴収不能引当金繰入額 6,126

その他 72,356

移転費用 12,685,550

補助金等 5,581,995

社会保障給付 2,193,716

他会計への繰出金 2,116,027

その他 2,793,812

経常収益 1,231,932

使用料及び手数料 285,212

その他 946,720

純経常行政コスト △ 24,735,082

臨時損失 625

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 625

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 24,735,707

一般会計等行政コスト計算書一般会計等行政コスト計算書一般会計等行政コスト計算書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



（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 99,873,480 115,604,719 △ 15,731,239

純行政コスト（△） △ 24,735,707 △ 24,735,707

財源 34,305,583 34,305,583

税収等 16,457,195 16,457,195

国県等補助金 17,848,388 17,848,388

本年度差額 9,569,876 9,569,876

固定資産の変動（内部変動） 15,681,980 △ 15,681,980

有形固定資産等の増加 20,417,974 △ 20,417,974

有形固定資産等の減少 △ 2,419,000 2,419,000

貸付金・基金等の増加 10,934,164 △ 10,934,164

貸付金・基金等の減少 △ 13,251,159 13,251,159

資産評価差額 2,529 2,529

無償所管換等 - -

内部取引 - -

その他 △ 175,432 △ 175,432

本年度純資産変動額 9,396,972 15,684,509 △ 6,287,536

一般財源等充当調整額 - -

本年度末純資産残高 109,270,452 131,289,227 △ 22,018,775

一般会計等純資産変動計算書一般会計等純資産変動計算書一般会計等純資産変動計算書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



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 23,246,875

業務費用支出 10,506,401

人件費支出 3,415,493

物件費等支出 6,891,052

支払利息支出 199,856

その他の支出 -

移転費用支出 12,740,474

補助金等支出 5,581,995

社会保障給付支出 2,193,716

他会計への繰出支出 2,116,027

その他の支出 2,848,736

業務収入 27,333,416

税収等収入 16,347,707

国県等補助金収入 10,224,750

使用料及び手数料収入 222,201

その他の収入 538,757

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 6,275,948

業務活動収支 10,362,488

【投資活動収支】

投資活動支出 31,352,138

公共施設等整備費支出 20,417,974

基金積立金支出 10,506,664

投資及び出資金支出 30,000

貸付金支出 397,500

その他の支出 -

投資活動収入 14,791,268

国県等補助金収入 1,347,689

基金取崩収入 12,814,846

貸付金元金回収収入 431,813

資産売却収入 192,418

その他の収入 4,502

投資活動収支 △ 16,560,870

【財務活動収支】

財務活動支出 1,931,679

地方債償還支出 1,931,679

その他の支出 -

財務活動収入 3,788,200

地方債発行収入 3,788,200

その他の収入 -

財務活動収支 1,856,521

本年度資金収支額 △ 4,341,860

一般財源等充当調整額 -

前年度末資金残高 9,913,564

本年度末資金残高 5,571,704

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 5,571,704

一般会計等資金収支計算書一般会計等資金収支計算書一般会計等資金収支計算書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


