
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 639,354,658 固定負債 379,001,098

有形固定資産 602,423,826 地方債 255,461,126
事業用資産 293,595,807 長期未払金 31,005

土地 194,533,560 退職手当引当金 22,352,463
立木竹 732 損失補償等引当金 -
建物 199,454,227 その他 101,156,504
建物減価償却累計額 △ 106,192,172 流動負債 26,660,480
工作物 32,658,172 1年内償還予定地方債 21,404,509
工作物減価償却累計額 △ 28,086,986 未払金 719,926
船舶 - 未払費用 421,536
船舶減価償却累計額 - 前受金 21,509
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,808,561
航空機 - 預り金 761,413
航空機減価償却累計額 - その他 1,523,026
その他 - 405,661,578
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,228,276 固定資産等形成分 641,300,453

インフラ資産 305,201,646 余剰分（不足分） △ 395,769,180
土地 84,499,258 他団体出資等分 -
建物 30,547,029
建物減価償却累計額 △ 17,873,940
工作物 405,523,264
工作物減価償却累計額 △ 205,854,730
その他 21,405,088
その他減価償却累計額 △ 14,402,845
建設仮勘定 1,358,523

物品 11,725,359
物品減価償却累計額 △ 8,098,987

無形固定資産 28,092,128
ソフトウェア 957,341
その他 27,134,786

投資その他の資産 8,838,705
投資及び出資金 1,074,765

有価証券 620,133
出資金 454,632
その他 -

長期延滞債権 4,605,363
長期貸付金 140,984
基金 3,777,849

減債基金 108,953
その他 3,668,896

その他 -
徴収不能引当金 △ 760,255

流動資産 11,838,193
現金預金 6,853,828
未収金 3,038,116
短期貸付金 15,611
基金 1,930,184

財政調整基金 1,590,107
減債基金 340,077

棚卸資産 29,910
その他 51,127
徴収不能引当金 △ 80,583

繰延資産 - 245,531,273
651,192,851 651,192,851

（平成29年3月31日現在）

【様式第１号】
全体貸借対照表

科目 科目

負債及び純資産合計資産合計

負債合計

純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 195,134,051

業務費用 80,644,389

人件費 30,293,215

職員給与費 21,770,598

賞与等引当金繰入額 1,783,698

退職手当引当金繰入額 2,677,208

その他 4,061,712

物件費等 43,132,552

物件費 21,317,466

維持補修費 2,262,186

減価償却費 18,262,613

その他 1,290,286

その他の業務費用 7,218,622

支払利息 3,129,405

徴収不能引当金繰入額 590,041

その他 3,499,176

移転費用 114,489,662

補助金等 84,280,972

社会保障給付 29,767,478

その他 441,212

経常収益 16,648,530

使用料及び手数料 13,871,051

その他 2,777,479

純経常行政コスト 178,485,521

臨時損失 351,983

災害復旧事業費 -

資産除売却損 280,071

損失補償等引当金繰入額 -

その他 71,912

臨時利益 231,017

資産売却益 143,961

その他 87,056 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 178,606,487 △ 178,606,487 -

財源 175,285,824 175,285,824 -

税収等 123,559,827 123,559,827 -

国県等補助金 51,725,997 51,725,997 -

本年度差額 △ 3,320,663 △ 3,320,663 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 8,184,897 8,184,897

有形固定資産等の増加 9,966,741 △ 9,966,741

有形固定資産等の減少 △ 19,429,736 19,429,736

貸付金・基金等の増加 4,860,215 △ 4,860,215

貸付金・基金等の減少 △ 3,582,117 3,582,117

資産評価差額 3,358 3,358

無償所管換等 1,135,961 1,135,961

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 2,181,343 △ 7,045,577 4,864,234 -

前年度末純資産残高 247,712,616 648,346,030 △ 400,633,415 -

本年度末純資産残高 245,531,273 641,300,453 △ 395,769,180 -

【様式第２号】

科目

全体行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成２８年　４月　１日

至　平成２９年　３月３１日

金額



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 179,250,815

業務費用支出 64,728,184

人件費支出 29,947,573

物件費等支出 24,972,742

支払利息支出 3,303,783

その他の支出 6,504,086

移転費用支出 114,522,631

補助金等支出 84,280,972

社会保障給付支出 29,767,478

その他の支出 474,181

業務収入 189,338,880

税収等収入 123,160,595

国県等補助金収入 49,232,995

使用料及び手数料収入 13,675,694

その他の収入 3,269,597

臨時支出 148,666

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 148,666

臨時収入 33,871

業務活動収支 9,973,270

【投資活動収支】

投資活動支出 9,792,730

公共施設等整備費支出 8,415,243

基金積立金支出 241,135

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 1,136,351

その他の支出 -

投資活動収入 6,861,645

国県等補助金収入 3,448,606

基金取崩収入 1,532,625

貸付金元金回収収入 58,425

資産売却収入 402,053

その他の収入 1,419,936

投資活動収支 △ 2,931,085

【財務活動収支】

財務活動支出 23,011,286

地方債償還支出 21,556,015

その他の支出 1,455,271

財務活動収入 17,679,385

地方債発行収入 15,918,000

その他の収入 1,761,385

財務活動収支 △ 5,331,901

1,710,284

4,778,501

-

6,488,785

前年度末歳計外現金残高 278,861

本年度歳計外現金増減額 86,182

本年度末歳計外現金残高 365,043

本年度末現金預金残高 6,853,828

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

前年度末資金残高

本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


