
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 185,201,421 固定負債 33,035,838

有形固定資産 168,806,218 地方債 27,961,203
事業用資産 71,624,495 長期未払金 416,697

土地 34,436,931 退職手当引当金 4,569,701
立木竹 1,883,604 損失補償等引当金 88,237
建物 84,539,419 その他 -
建物減価償却累計額 △ 51,304,515 流動負債 5,988,979
工作物 1,963,736 1年内償還予定地方債 4,981,728
工作物減価償却累計額 △ 1,019,335 未払金 171,909
船舶 182,959 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 133,720 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 311,582
航空機 - 預り金 240,985
航空機減価償却累計額 - その他 282,776
その他 - 39,024,817
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,075,416 固定資産等形成分 194,170,160

インフラ資産 96,507,012 余剰分（不足分） △ 37,102,143
土地 4,120,225
建物 19,641
建物減価償却累計額 -
工作物 202,329,129
工作物減価償却累計額 △ 110,157,247
その他 244,080
その他減価償却累計額 △ 48,816
建設仮勘定 -

物品 3,087,517
物品減価償却累計額 △ 2,412,806

無形固定資産 1,524
ソフトウェア 1,524
その他 -

投資その他の資産 16,393,679
投資及び出資金 10,125,420

有価証券 169,325
出資金 9,956,095
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 466,049
長期貸付金 62,158
基金 5,970,672

減債基金 -
その他 5,970,672

その他 -
徴収不能引当金 △ 230,620

流動資産 10,891,414
現金預金 1,558,863
未収金 114,529
短期貸付金 11,640
基金 8,957,100

財政調整基金 7,144,000
減債基金 1,813,100

棚卸資産 249,282
その他 -
徴収不能引当金 - 157,068,017

196,092,834 196,092,834

※ 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 38,068,904
業務費用 17,829,906

人件費 5,801,891
職員給与費 3,847,775
賞与等引当金繰入額 311,582
退職手当引当金繰入額 500,596
その他 1,141,938

物件費等 11,529,815
物件費 5,277,220
維持補修費 222,798
減価償却費 6,018,985
その他 10,811

その他の業務費用 498,201
支払利息 298,933
徴収不能引当金繰入額 -
その他 199,268

移転費用 20,238,998
補助金等 8,190,859
社会保障給付 6,830,890
他会計への繰出金 5,096,340
その他 120,909

経常収益 1,223,938
使用料及び手数料 722,881
その他 501,057

純経常行政コスト △ 36,844,966
臨時損失 330,016

災害復旧事業費 330,016
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 -

臨時利益 35,294
資産売却益 -
その他 35,294

純行政コスト △ 37,139,688

※ 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）

前年度末純資産残高 156,277,123 194,711,311 △ 38,434,187

純行政コスト（△） △ 37,139,688 △ 37,139,688

財源 37,930,582 37,930,582

税収等 28,259,802 28,259,802

国県等補助金 9,670,780 9,670,780

本年度差額 790,894 790,894

固定資産等の変動（内部変動） △ 541,150 541,150

有形固定資産等の増加 962,868 △ 962,868

有形固定資産等の減少 △ 2,859,551 2,859,551

貸付金・基金等の増加 1,828,457 △ 1,828,457

貸付金・基金等の減少 △ 472,924 472,924

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 790,894 △ 541,150 1,332,044

本年度末純資産残高 157,068,017 194,170,160 △ 37,102,143

※ 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。

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 31,964,025

業務費用支出 11,742,689
人件費支出 5,796,326
物件費等支出 5,524,924
支払利息支出 298,933
その他の支出 122,505

移転費用支出 20,221,336
補助金等支出 8,190,859
社会保障給付支出 6,830,890
他会計への繰出支出 5,096,340
その他の支出 103,248

業務収入 37,498,237
税収等収入 28,627,805
国県等補助金収入 7,715,716
使用料及び手数料収入 713,748
その他の収入 440,967

臨時支出 330,016
災害復旧事業費支出 330,016
その他の支出 -

臨時収入 127,100
業務活動収支 5,331,296
【投資活動収支】

投資活動支出 6,690,745
公共施設等整備費支出 4,175,257
基金積立金支出 1,478,217
投資及び出資金支出 687,032
貸付金支出 350,240
その他の支出 -

投資活動収入 2,323,130
国県等補助金収入 1,824,459
基金取崩収入 114,703
貸付金元金回収収入 358,222
資産売却収入 25,746
その他の収入 -

投資活動収支 △ 4,367,616
【財務活動収支】

財務活動支出 5,039,313
地方債償還支出 5,039,313
その他の支出 -

財務活動収入 4,025,100
地方債発行収入 4,025,100
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,014,213
△ 50,533
1,368,411
1,317,878

前年度末歳計外現金残高 207,799
本年度歳計外現金増減額 33,186
本年度末歳計外現金残高 240,985
本年度末現金預金残高 1,558,863

※ 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



（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 185,778,072 固定負債 34,776,377

有形固定資産 171,365,382 地方債 29,537,865
事業用資産 69,019,739 長期未払金 553,394

土地 31,832,624 退職手当引当金 4,561,587
立木竹 1,883,604 損失補償等引当金 123,531
建物 81,207,778 その他 -
建物減価償却累計額 △ 48,078,849 流動負債 5,509,724
工作物 1,963,736 1年内償還予定地方債 4,419,279
工作物減価償却累計額 △ 939,695 未払金 150,926
船舶 182,959 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 107,834 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 314,131
航空機 - 預り金 207,799
航空機減価償却累計額 - その他 417,589
その他 - 40,286,101
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,075,416 固定資産等形成分 194,711,311

インフラ資産 101,441,080 余剰分（不足分） △ 38,434,187
土地 4,119,385
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 201,543,530
工作物減価償却累計額 △ 104,465,915
その他 244,080
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 3,048,470
物品減価償却累計額 △ 2,143,908

無形固定資産 1,524
ソフトウェア 1,524
その他 -

投資その他の資産 14,411,167
投資及び出資金 9,438,388

有価証券 169,325
出資金 9,269,063
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 525,189
長期貸付金 66,702
基金 4,644,258

減債基金 -
その他 4,644,258

その他 -
徴収不能引当金 △ 263,370

流動資産 10,785,152
現金預金 1,576,210
未収金 106,029
短期貸付金 13,238
基金 8,920,000

財政調整基金 7,130,000
減債基金 1,790,000

棚卸資産 202,569
その他 -
徴収不能引当金 △ 32,894 156,277,123

196,563,224 196,563,224

※ 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。

貸借対照表
（平成２８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


