
４　財務書類

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 38,745,096 ※ 固定負債 16,995,726

有形固定資産 36,580,641 ※ 地方債等 13,501,490
事業用資産 16,735,812 長期未払金 2,900

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,482,830
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 24,681,914 その他 1,008,506
建物減価償却累計額 △ 12,473,972 流動負債 1,783,334
工作物 1,537,403 1年内償還予定地方債等 1,460,074
工作物減価償却累計額 △ 749,890 未払金 62,242
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 161,335
航空機 - 預り金 63,289
航空機減価償却累計額 - その他 36,394
その他 - 18,779,061 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 195,500 固定資産等形成分 39,887,911

インフラ資産 18,274,899 ※ 余剰分（不足分） △ 16,206,434
土地 1,194,290
建物 168,027
建物減価償却累計額 △ 59,221
工作物 34,265,960
工作物減価償却累計額 △ 17,361,389
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 67,233

物品 3,037,985
物品減価償却累計額 △ 1,468,054

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,164,454
投資及び出資金 168,983

有価証券 -
出資金 168,983
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 301,818
長期貸付金 365,167
基金 1,351,002

減債基金 150,430
その他 1,200,572

その他 45
徴収不能引当金 △ 22,561

流動資産 3,715,442 ※

現金預金 2,436,878
未収金 86,018
短期貸付金 52,416
基金 1,090,400

財政調整基金 1,069,400
減債基金 21,000

棚卸資産 48,170
その他 6,634
徴収不能引当金 △ 5,075

繰延資産 - 23,681,477
42,460,538 42,460,538

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 16,896,537
業務費用 7,212,645

人件費 2,320,006
職員給与費 1,931,794
賞与等引当金繰入額 160,182
退職手当引当金繰入額 -
その他 228,030

物件費等 4,641,751
物件費 2,573,279
維持補修費 446,073
減価償却費 1,391,307
その他 231,092

その他の業務費用 250,888
支払利息 151,513
徴収不能引当金繰入額 24,782
その他 74,593

移転費用 9,683,892
補助金等 7,913,377
社会保障給付 1,217,039
他会計への繰出金 552,258
その他 1,218

経常収益 909,967
使用料及び手数料 714,965
その他 195,002

純経常行政コスト 15,986,570
臨時損失 30,755 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 30,754
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2

臨時利益 23,903
資産売却益 6,236
その他 17,667

純行政コスト 15,993,422

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 23,648,284 40,170,798 △ 16,522,514

純行政コスト（△） △ 15,993,422 △ 15,993,422

財源 16,027,567 16,027,567

税収等 11,974,702 11,974,702

国県等補助金 4,052,865 4,052,865

本年度差額 34,145 34,145

固定資産等の変動（内部変動） △ 281,935 ※ 281,935 ※

有形固定資産等の増加 912,265 △ 912,265

有形固定資産等の減少 △ 1,441,917 1,441,917

貸付金・基金等の増加 1,499,825 △ 1,499,825

貸付金・基金等の減少 △ 1,252,109 1,252,109

資産評価差額 △ 951 △ 951

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 33,193 ※ △ 282,886 316,080

本年度末純資産残高 23,681,477 ※ 39,887,911 ※ △ 16,206,434

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 15,455,984 ※

業務費用支出 5,769,132 ※

人件費支出 2,318,439
物件費等支出 3,237,268
支払利息支出 151,513
その他の支出 61,911

移転費用支出 9,686,852
補助金等支出 7,916,337
社会保障給付支出 1,217,039
他会計への繰出支出 552,258
その他の支出 1,218

業務収入 16,689,138 ※

税収等収入 11,932,785
国県等補助金収入 3,925,648
使用料及び手数料収入 695,086
その他の収入 135,620

臨時支出 2
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 2

臨時収入 17,667
業務活動収支 1,250,820 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,384,496 ※

公共施設等整備費支出 884,768
基金積立金支出 1,234,627
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 265,100
その他の支出 -

投資活動収入 1,387,360
国県等補助金収入 159,648
基金取崩収入 910,882
貸付金元金回収収入 310,594
資産売却収入 6,236
その他の収入 -

投資活動収支 △ 997,135 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,494,582

地方債償還支出 1,494,582
その他の支出 -

財務活動収入 1,298,000
地方債発行収入 1,298,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 196,582
57,102 ※

2,317,316
2,374,418

前年度末歳計外現金残高 61,706
本年度歳計外現金増減額 754
本年度末歳計外現金残高 62,460
本年度末現金預金残高 2,436,878

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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


