
*会計年度 ： H28
*団体区分 ： 全体

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 53,132,403 ※ 固定負債 12,767,433

有形固定資産 51,973,366 ※ 地方債等 9,924,264
事業用資産 12,853,341 ※ 長期未払金 0

土地 5,204,524 退職手当引当金 919,394
立木竹 233,653 損失補償等引当金 0
建物 15,773,530 その他 1,923,775
建物減価償却累計額 △ 9,101,550 流動負債 949,397 ※

工作物 2,780,930 1年内償還予定地方債等 854,282
工作物減価償却累計額 △ 2,037,745 未払金 5,084
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 190
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 73,067
航空機 0 預り金 15,136
航空機減価償却累計額 0 その他 1,639
その他 0 13,716,830
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 0 固定資産等形成分 54,513,868

インフラ資産 38,881,888 ※ 余剰分（不足分） △ 12,228,501
土地 226,480
建物 988,511
建物減価償却累計額 △ 259,724
工作物 72,840,929
工作物減価償却累計額 △ 35,894,502
その他 2,394,640
その他減価償却累計額 △ 1,496,209
建設仮勘定 81,762

物品 1,325,975
物品減価償却累計額 △ 1,087,839

無形固定資産 13,971
ソフトウェア 0
その他 13,971

投資その他の資産 1,145,067 ※

投資及び出資金 108,535
有価証券 53,491
出資金 55,044
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 162,306
長期貸付金 0
基金 879,287

減債基金 0
その他 879,287

その他 0
徴収不能引当金 △ 5,062

流動資産 2,869,794 ※

現金預金 1,440,761
未収金 42,206
短期貸付金 3,879
基金 1,377,586

財政調整基金 1,324,646
減債基金 52,940

棚卸資産 6,297
その他 0
徴収不能引当金 △ 934

繰延資産 - 42,285,368 ※

56,002,198 ※ 56,002,198

※ 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

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



*会計年度 ： H28
*団体区分 ： 全体

（単位：千円）

経常費用 8,280,463 ※

業務費用 5,119,001 ※

人件費 1,228,684 ※

職員給与費 1,020,003
賞与等引当金繰入額 71,589
退職手当引当金繰入額 △ 48,110
その他 185,203

物件費等 3,750,031
物件費 1,396,401
維持補修費 234,348
減価償却費 2,113,854
その他 5,428

その他の業務費用 140,286
支払利息 114,260
徴収不能引当金繰入額 △ 612
その他 26,638

移転費用 3,161,462
補助金等 2,648,875
社会保障給付 501,415
他会計への繰出金 0
その他 11,172

経常収益 453,473
使用料及び手数料 233,183
その他 220,290

純経常行政コスト △ 7,826,990
臨時損失 65,095

災害復旧事業費 55,245
資産除売却損 9,850
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 1,880
資産売却益 1,707
その他 173

純行政コスト △ 7,890,205

※ 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



*会計年度 ： H28
*団体区分 ： 全体

（単位：千円）

前年度末純資産残高 43,659,104 55,992,344 △ 12,333,240

純行政コスト（△） △ 7,890,205 △ 7,890,205

財源 6,499,592 ※ 6,499,592 ※

税収等 5,151,299 5,151,299

国県等補助金 1,348,292 1,348,292

本年度差額 △ 1,390,613 △ 1,390,613

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,495,352 ※ 1,495,352 ※

有形固定資産等の増加 960,791 △ 960,791

有形固定資産等の減少 △ 2,132,983 2,132,983

貸付金・基金等の増加 223,133 △ 223,133

貸付金・基金等の減少 △ 546,294 546,294

資産評価差額 1 1

無償所管換等 16,876 16,876

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,373,736 △ 1,478,475 104,739

本年度末純資産残高 42,285,368 54,513,868 ※ △ 12,228,501

※ 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）



*会計年度 ： H28
*団体区分 ： 全体

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 6,202,768

業務費用支出 3,041,306
人件費支出 1,274,353
物件費等支出 1,640,601
支払利息支出 114,260
その他の支出 12,092

移転費用支出 3,161,462
補助金等支出 2,648,875
社会保障給付支出 501,415
他会計への繰出支出 0
その他の支出 11,172

業務収入 6,883,752 ※

税収等収入 5,138,090
国県等補助金収入 1,286,573
使用料及び手数料収入 238,827
その他の収入 220,263

臨時支出 55,245
災害復旧事業費支出 55,245
その他の支出 -

臨時収入 173
業務活動収支 625,912
【投資活動収支】

投資活動支出 1,170,579
公共施設等整備費支出 991,195
基金積立金支出 174,384
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 5,000
その他の支出 -

投資活動収入 598,004 ※

国県等補助金収入 72,833
基金取崩収入 518,448
貸付金元金回収収入 5,015
資産売却収入 1,707
その他の収入 -

投資活動収支 △ 572,575
【財務活動収支】

財務活動支出 780,781
地方債償還支出 780,781
その他の支出 -

財務活動収入 982,900
地方債発行収入 982,900
その他の収入 0

財務活動収支 202,119
255,456

1,171,683
1,427,139

前年度末歳計外現金残高 9,974
本年度歳計外現金増減額 3,647
本年度末歳計外現金残高 13,622 ※

本年度末現金預金残高 1,440,761

※ 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


