
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 140,355,758 固定負債 33,880,156

有形固定資産 117,999,860 地方債等 28,289,348

事業用資産 65,005,882 長期未払金 705

土地 20,382,474 退職手当引当金 4,008,495

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 67,248,696 その他 1,581,608

建物減価償却累計額 △ 25,407,972 流動負債 2,950,260

工作物 273,130 １年内償還予定地方債等 2,452,104

工作物減価償却累計額 △ 149,781 未払金 240,436

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 1

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 224,648

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 33,070

その他 - 36,830,416

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 146,709,678

インフラ資産 52,202,641 余剰分（不足分） △ 28,901,639

土地 2,452,219 他団体出資等分 -

建物 400,973

建物減価償却累計額 △ 203,870

工作物 77,548,359

工作物減価償却累計額 △ 32,354,241

その他 14,861

その他減価償却累計額 △ 5,350

建設仮勘定 4,349,690

物品 2,574,151

物品減価償却累計額 △ 1,782,814

無形固定資産 646,107

ソフトウェア 1,666

その他 644,441

投資その他の資産 21,709,791

投資及び出資金 984,613

有価証券 162,483

出資金 822,130

その他 -

長期延滞債権 202,807

長期貸付金 962,158

基金 19,582,392

減債基金 -

その他 19,582,392

その他 -

徴収不能引当金 △ 22,180

流動資産 14,282,696

現金預金 7,366,593

未収金 371,914

短期貸付金 -

基金 6,557,860

財政調整基金 5,155,700

減債基金 1,402,160

棚卸資産 1,945

その他 -

徴収不能引当金 △ 15,617

繰延資産 - 117,808,039

154,638,454 154,638,454

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 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 35,596,466

業務費用 14,808,930

人件費 4,101,858

職員給与費 3,456,643

賞与等引当金繰入額 225,589

退職手当引当金繰入額 87,655

その他 331,971

物件費等 10,211,024

物件費 7,207,198

維持補修費 46,524

減価償却費 2,921,160

その他 36,142

その他の業務費用 496,048

支払利息 318,328

徴収不能引当金繰入額 18,021

その他 159,699

移転費用 20,787,536

補助金等 14,932,893

社会保障給付 2,194,991

その他 3,659,651

経常収益 2,221,292

使用料及び手数料 932,070

その他 1,289,222

純経常行政コスト △ 33,375,174

臨時損失 628

災害復旧事業費 -

資産除売却損 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 628

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 33,375,802

全体行政コスト計算書全体行政コスト計算書全体行政コスト計算書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



（単位：千円）

合計

固定資産等形成分

余剰分

（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 108,226,934 130,771,208 △ 22,544,274 -

純行政コスト（△） △ 33,375,802 △ 33,375,802 -

財源 43,263,825 43,263,825 -

税収等 22,197,045 22,197,045 -

国県等補助金 21,066,779 21,066,779 -

本年度差額 9,888,022 9,888,022 -

固定資産の変動（内部変動） 15,935,941 △ 15,935,941

有形固定資産等の増加 21,074,847 △ 21,074,847

有形固定資産等の減少 △ 2,934,465 2,934,465

貸付金・基金等の増加 11,056,231 △ 11,056,231

貸付金・基金等の減少 △ 13,260,672 13,260,672

資産評価差額 2,529 2,529

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 309,447 △ 309,447

本年度純資産変動額 9,581,104 15,938,470 △ 6,357,365 -

本年度末純資産残高 117,808,039 146,709,678 △ 28,901,639 -

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



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 32,321,482

業務費用支出 11,403,902

人件費支出 3,794,678

物件費等支出 7,244,161

支払利息支出 318,328

その他の支出 46,735

移転費用支出 20,917,580

補助金等支出 14,932,893

社会保障給付支出 2,194,991

その他の支出 3,789,696

業務収入 36,968,278

税収等収入 21,937,900

国県等補助金収入 13,440,004

使用料及び手数料収入 773,785

その他の収入 816,589

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 6,275,952

業務活動収支 10,922,748

【投資活動収支】

投資活動支出 32,062,349

公共施設等整備費支出 21,044,494

基金積立金支出 10,620,355

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 397,500

その他の支出 -

投資活動収入 15,153,475

国県等補助金収入 1,350,828

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 363,571

投資活動収支 △ 16,908,873

【財務活動収支】

財務活動支出 2,218,450

地方債等償還支出 2,218,450

その他の支出 -

財務活動収入 4,084,983

地方債等発行収入 4,072,900

その他の収入 12,083

財務活動収支 1,866,533

本年度資金収支額 △ 4,119,593

前年度末資金残高 11,486,186

本年度末資金残高 7,366,593

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 7,366,593

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


