
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,689,623,469 固定負債 1,512,025,426 ※

有形固定資産 1,456,101,744 地方債 1,314,128,816

事業用資産 341,816,870 長期未払金 5,184,729

土地 137,225,214 退職手当引当金 189,143,550

立木竹 13,790,850 損失補償等引当金 220,434

建物 418,075,561 その他 3,347,898

建物減価償却累計額 △ 252,443,206 流動負債 131,660,014

工作物 91,471,127 1年内償還予定地方債 115,929,524

工作物減価償却累計額 △ 70,292,329 未払金 1,109,121

船舶 3,858,432 未払費用 0

船舶減価償却累計額 △ 3,207,213 前受金 330,831

浮標等 0 前受収益 0

浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 12,561,532

航空機 2,710,702 預り金 1,729,006

航空機減価償却累計額 △ 1,032,382 その他 0

その他 0 1,643,685,440

その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

建設仮勘定 1,660,114 固定資産等形成分 1,701,929,098

インフラ資産 1,102,884,727 余剰分（不足分） △ 1,626,910,090

土地 195,879,523

建物 5,171,789

建物減価償却累計額 △ 3,440,929

工作物 1,861,365,977

工作物減価償却累計額 △ 960,432,664

その他 0

その他減価償却累計額 0

建設仮勘定 4,341,031

物品 14,064,582

物品減価償却累計額 △ 2,664,435

無形固定資産 1,662,841

ソフトウェア 1,648,961

その他 13,880

投資その他の資産 231,858,884

投資及び出資金 152,014,588

有価証券 2,271,508

出資金 149,743,080

その他 0

投資損失引当金 △ 50,999

長期延滞債権 9,166,924

長期貸付金 34,123,662

基金 36,966,218

減債基金 18,683,336

その他 18,282,882

その他 0

徴収不能引当金 △ 361,509

流動資産 29,080,979 ※

現金預金 14,064,183

未収金 2,829,668

短期貸付金 2,228,466

基金 10,077,162

財政調整基金 10,077,162

減債基金 0

棚卸資産 0

その他 0

徴収不能引当金 △ 118,501 75,019,008

1,718,704,448 1,718,704,448

※ 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。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

経常費用 625,191,784 ※

業務費用 391,076,464
人件費 214,323,877

職員給与費 186,118,196
賞与等引当金繰入額 12,561,532
退職手当引当金繰入額 10,952,895
その他 4,691,254

物件費等 110,097,900 ※

物件費 36,832,344
維持補修費 17,114,245
減価償却費 55,480,737
その他 670,575

その他の業務費用 66,654,686
支払利息 12,590,266
徴収不能引当金繰入額 -
その他 54,064,420

移転費用 234,115,321
補助金等 219,699,746
社会保障給付 11,740,501
他会計への繰出金 2,330,930
その他 344,144

経常収益 22,038,967
使用料及び手数料 10,225,131
その他 11,813,836

純経常行政コスト △ 603,152,818 ※

臨時損失 2,190,773 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 463,114
投資損失引当金繰入額 2,340
損失補償等引当金繰入額 105,750
その他 1,619,568

臨時利益 1,648,636
資産売却益 291,072
その他 1,357,564

純行政コスト △ 603,694,954 ※

※ 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。

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）

【業務活動収支】
業務支出 579,428,824

業務費用支出 344,503,142
人件費支出 222,836,853
物件費等支出 55,111,901
支払利息支出 12,590,266
その他の支出 53,964,122

移転費用支出 234,925,682
補助金等支出 220,510,107
社会保障給付支出 11,740,501
他会計への繰出支出 2,330,930
その他の支出 344,144

業務収入 550,789,508
税収等収入 481,705,589
国県等補助金収入 47,710,129
使用料及び手数料収入 10,227,908
その他の収入 11,145,882

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 1,925,826
業務活動収支 △ 26,713,490
【投資活動収支】

投資活動支出 51,910,152
公共施設等整備費支出 26,635,810
基金積立金支出 13,790,565
投資及び出資金支出 2,251,208
貸付金支出 9,232,569
その他の支出 -

投資活動収入 57,744,149 ※

国県等補助金収入 29,995,197
基金取崩収入 19,945,342
貸付金元金回収収入 7,372,768
資産売却収入 430,841
その他の収入 -

投資活動収支 5,833,998 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 132,794,818 ※

地方債償還支出 132,292,780
その他の支出 502,037

財務活動収入 150,576,746
地方債発行収入 150,576,746
その他の収入 -

財務活動収支 17,781,928
△ 3,097,565 ※

15,432,742

12,335,177

前年度末歳計外現金残高 2,174,425
本年度歳計外現金増減額 △ 445,419
本年度末歳計外現金残高 1,729,006

本年度末現金預金残高 14,064,183

※ 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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


