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1　平成28年度の財務書類について

（１）平成28年度の財務書類の作成基準について

　本組合では，平成２８年度決算から「統一的な基準」に基づいた財務書類を

作成しています。

　「統一的な基準」とは、総務省より平成２６年４月に「今後の新地方公会計

の推進に関する研究会報告書」の中で示された基準であり、本組合の財務書類

は、同基準の詳細な内容等を記載した「統一的な基準による地方公会計マニュ

アル」に基づいて作成しています。

（２）本組合の実施事務について

　鳥取県西部圏域の２市６町１村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部

町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）により組織された特別地方公共団体で、

下記の事務を広域的に実施しています。

　

総務・民生事務 環境衛生事務 消防事務 

・議会運営 

・総務管理 

・介護認定審査 

・障害認定審査 

・保健衛生 
 （病院群輪番制） 

・火葬場運営 
 （桜の苑） 

・広域福祉センター管

理 
 （うなばら荘） 
 

・不燃物処理 

 （リサイクルプラザ、エ

コスラグセンター、一般

廃棄物最終処分場） 

・し尿処理 
 （米子浄化場、白浜浄
化場） 

・常備消防 
 （消防局、米子消防
署、境港消防署、江府
消防署、大山消防署及
び各出張所） 



２　平成28年度決算に係る財務書類（概要）について 

（１）貸借対照表
 貸借対照表は、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資

産）と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたのかを対照表

示した財務書類です。「資産」、資産を形成した財源を「負債」（将来世代の

負担）と資産と負債の差額である「純資産」（これまでの世代の負担）に分け

て表示しています。

ア　貸借対照表の勘定科目

資産の部

固定資産

有形固定資産

事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産（例：庁舎等）

物品 自治法第２３９第１項に規定するもので、取得価額または見積

価格が５０万円以上の資産（例：車両等）

投資その他の資産

基金 基金の内、流動資産に区分されるもの以外のもの

（例：うなばら荘基金、退職積立基金）

流動資産

現金預金 現金及び現金同等物

未収金 現年調定の収入未済額

基金 財政調整基金及び減債基金。減債基金は１年以内に取り崩す予

定のあるもの。

負債の部
固定負債

地方債 償還予定が１年超のもの

自治法第２１４条に規定する債務負担行為で確定債務と見

なされるもの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分

されるもの以外のもの

期末時点で職員が自己都合退職した場合の要支給額

流動負債
１年以内に償還予定の地方債

未払金 役務の提供が完了しその支払いが未済のもの

未払費用 役務の提供が継続中でその支払いが未済のもの

在籍者に対する６月支給予定の期末・勤勉手当総額とそれ

らに係る法定福利費相当額を加算した額の４／６

純資産の部
資産形成のために充当した資源の蓄積

消費可能な資源の蓄積

固定資産等形成
分

余剰分(不足分)

賞与等引当金

長期未払金

１年内償還予定
地方債

退職手当引当金



イ　平成28年度決算の貸借対照表
（単位：千円）

科目 Ｈ28期初 Ｈ28期末

【資産の部】 8,701,565 8,781,893

　固定資産 8,631,242 8,708,877

　　有形固定資産 7,425,721 7,380,655

　　　事業用資産 6,396,073 6,449,268

　　　　土地 1,196,846 1,196,846

　　　　建物 4,405,207 4,204,934

　　　　工作物 751,965 611,376

　　　　建設仮勘定 42,055 436,111

　　　インフラ資産 - -

　　　物品 1,029,649 931,387

　　無形固定資産 - -

　　投資その他の資産 1,205,521 1,328,222

　　　基金 1,205,521 1,328,222

　　　　減債基金 - -

　　　　その他 1,205,521 1,328,222

　流動資産 70,323 73,016

　　現金預金 70,261 72,954

　　基金 62 62

　　　財政調整基金 62 62

　　　減債基金 - -

【負債の部】 6,392,517 6,116,354

　固定負債 5,714,759 5,254,892

　流動負債 677,758 861,462

【純資産の部】 2,309,049 2,665,539

　固定資産形成分 8,631,305 8,708,939

　余剰分（不足分） -6,322,256 -6,043,400

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない場合があります。

【本年度の特徴】

（主な変動要因の内訳）
期首残高 新規取得 減価償却額 期末残高

① ② ③ ①+②+③

　建物 4,405,207 22,180 △ 222,452 4,204,934

　工作物 751,965 7,222 △ 147,810 611,376

　建設仮勘定 42,055 394,056 - 436,111

　物品 1,029,649 122,416 △ 220,678 931,387 消防車両、救助資機材

　基金については、今後の職員退職に備える退職積立基金の積立により増加しました。
　負債の部については、固定負債の地方債（1年超の償還）が減少した一方で、流動負債の1年
以内償還予定地方債が増加しましたが、地方債残高は減少しています。

　純資産については、負債の地方債が減少し、資産の新規計上による増加に伴い、純資産は増
額となりました。

米子消防署皆生出張所
土地造成工事

米子消防署皆生出張所
新築工事（Ｈ28～Ｈ29）

【主な変動要因】

新規取得要因

白浜浄化場防水・防食改
修工事

固定資産

　資産の部については、平成28年度着工、平成29年度完成の米子消防署皆生出張所の新築工事
により建設仮勘定等が増加しました。

 また、物品については、不燃ごみ処理事業に係る運搬用コンテナ及び消防事業に係る車両更新
がありました。これらの新規計上があったものの、全体としては、減価償却が進行しました。

減価償却による減 

米子消防署皆生出張所の新築に 
係る増 

消防車両の更新等による増 

減価償却による減 

退職積立基金の積立による増 

繰越金の増 他 

地方債の減 他 

一年以内償還予定地方債の増  



（２）行政コスト計算書
　行政コスト計算書は企業会計の損益計算書に相当し、当該年度の行政活動のう

ち資産形成を伴わない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接の対価

として得られた財源を示した財務書類です。会計期間中の地方公共団体の費用・

収益の取引高を明らかにすることを目的として作成します。

　当組合の行政サービスである消防業務、不燃ごみ処理業務等について、年度中

に要した経費及び収益を性質別に把握することができます。

ア　行政コスト計算書の勘定科目

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用

賞与等引当金の当該年度発生額

退職手当引当金の当該会計年度発生額

その他 上記以外の人件費

物件費等

物件費 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的性

質の経費で資産計上されないもの

維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等

減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負担

となる資産価値減少金額

その他 上記以外の物件費等(例：自動車保険料等）

その他の業務費用

支払利息 地方債等に係る利息負担金額

その他 上記以外のその他の業務費用(例：建物保険料等）

移転費用

補助金等 政策目的による補助金等

社会保障給付としての扶助費等

経常収益

一定の財・サービスを提供する場合に、当該財・サービス

の対価として使用料・手数料の形態で徴収する金銭

その他 上記以外の経常収益(例：雑入等）

臨時利益

資産売却益  資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額

行政サービスを提供するために要した経費等から、施設利用料な

ど主に行政サービス提供の過程で得られた受益者負担等を差引い

た経費を表します。地方公共団体等では対価のないサービス提供

が一つの目的であることから、市町村負担金等で賄わなければな

らないコストを表しています。

賞与等引当
金繰入額

退職手当引
当金繰入額

社会保障給
付

使用料及び
手数料

純行政コスト



　イ　平成28年度決算の行政コスト計算書

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない
場合があります。

【本年度の特徴】
　経常費用は、4,758,582千円で、このうち人件費に係る費用が2,791,148千円（58.7％）
、物件費が1,854,980千円（39.0％）を占めています。
　また、本年度の経常的な収益は、各施設の使用料、手数料及びその他の収入により
118,007千円を収入しています。
　また、臨時的な収入は、更新により不要となった消防車両の売払いにより生じた収入
を計上しています。

（行政目的別の行政コスト）
（単位：千円）

経常費用

　業務費用
　　人件費
　　物件費等

  　その他の業務費用
　移転費用

経常収益
　　使用料及び手数料
　　その他
純経常行政コスト

　臨時損失

　臨時利益
純行政コスト

　　　　自　平成28年4月1日 　　　　　　　　　
　　　　至　平成29年3月31日　

科　目 総　務 民　生

　経常収益

　　使用料及び手数料

合　計

185,911 243,708 1,383,734 2,945,229 4,758,582

環境衛生 消　防

182,934 188,997 1,382,587 2,915,717 4,670,235
164,798 61,548 174,555 2,390,247 2,791,148

18,124 127,143 1,198,627 511,086 1,854,980
12 306 9,405 14,384 24,107

2,977 54,711 1,147 29,512 88,347
276 50,126 53,339 14,266 118,007

0 24,872 8,456 6,188 39,516
276 25,254 44,883 8,078 78,491

185,635 193,582 1,330,395 2,930,963 4,640,575
0 0 0 0 0

462
185,635 193,582 1,330,387 2,930,509 4,640,113

1,854,980

24,107

0 0 8 454

　　　その他の業務費用

　　移転費用 88,346

118,007

39,516

78,491

【主な要因】科目

　経常費用

　　業務費用

　　　人件費

　　　物件費等

金額（単位：千円）

4,758,582

4,670,236

2,791,148

　　その他

純経常行政コスト

　臨時損失

　臨時利益

純行政コスト
(市町村負担金等の財源で補うコスト)

462

4,640,113

4,640,575

0

職員給与等、介護、障害認定

審査会報酬 他 

各委託料、修繕料等、 

保有する固定資産の減価償 

却費 他 

地方債利子 他 

他団体への補助金 他 

火葬施設、不燃物処理施設手

数料 他 

消防車両の売払い収入 他 



（３）純資産変動計算書

　決算年度中の純資産の変動額を明らかにし，どのような財源や要因により増

減したかを表しています。

ア　純資産変動計算書の勘定科目

純行政コスト

純行政コスト 行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動

財源

税収等 地方税、地方交付税及び市町村負担金等

国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増

加額または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために

支出した金額(例：資産の取得）

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除

売却による減少額または有形固定資産及び無形固定資産の

売却収入、除売却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却

費相当額(例：資産の除売却）

貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新た

な貸付金・基金等のために支出した金額(例：基金の積立）

貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金

の償還収入及び基金の取崩収入相当額等(例：基金の取崩し）

資産評価差額

資産評価差額 有価証券等の評価差額

無償所管換等

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等

その他

その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動

有形固定資産等
の増加

有形固定資産等
の減少

貸付金・基金等
の増加

貸付金・基金等
の減少



イ　平成28年度決算の純資産変動計算書

自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日 （単位：千円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 2,309,049 8,631,305 -6,322,256

　純行政コスト（△） -4,640,113 -4,640,113

　財源 4,996,603 4,996,603

　　税収等 4,948,602 4,948,602

　　国県等補助金 48,001 48,001

　本年度差額 356,490 356,490

　固定資産等の変動（内部変動） 77,635 -77,635

　　有形固定資産等の増加 545,874 -545,874

　　有形固定資産等の減少 -590,940 590,940

　　貸付金・基金等の増加 483,555 -483,555

　　貸付金・基金等の減少 -360,854 360,854

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 - -

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 356,490 77,635 278,855

本年度末純資産残高 2,665,539 8,708,939 -6,043,400

【本年度の特徴】

（本年度純資産変動要因）

主な変動内容 変動金額

　財源 4,996,603

　　税収等 4,948,602 市町村負担金

　　国県等補助金 48,001

　固定資産等の変動（内部変動） 77,635

　　有形固定資産等の増加 545,874

　　有形固定資産等の減少 590,940 資産の減価償却額

　　貸付金・基金等の増加 483,555

　　貸付金・基金等の減少 360,854

消防車両整備に係る国庫補助金(25,434)
病院群輪番制に係る県補助金(16,225)他

皆生出張所新築に係る仮勘定(394,056)
車両、救助資機材等の物品(122,416)

変動内容

退職積立基金の積立(467,696)
うなばら荘基金の積立(15,859)

退職積立基金の取崩し(360,854)

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない場合があ
ります。

　本年度の純資産期首残高2,309,049千円に対して、期末残高は、2,665,539千円でした。

　平成28年度の純行政コスト4,640,113千円により減少する一方で、税収等（市町村負担
金）及び国県等補助金により4,996,603千円増加し、1年間の純資産残高は356,490千円増
加しています。



（４）資金収支計算書
　資金収支計算書は、企業会計のキャッシュ・フロー計算書に相当し、１年間の

資金の流れを活動の性質により分類し表示した財務書類です。

　活動の性質は、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支の３つの区分に分

けて表示されます。

　当組合の行政サービスにより、資金の利用状況及び獲得能力を明らかにし、ど

のような要因で増減したのかを把握することができます。

ア　資金収支計算書の勘定科目

業務活動収支

業務支出

業務費用支出

人件費に係る支出(例：職員給与、退職手当等）

物件費等支出 物件費等に係る支出(例：需用費、維持補修費等）

支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出(例：利子）

その他の支出 上記以外の業務費用支出

移転費用支出

補助金等支出 補助金等に係る支出

社会保障給付に係る支出

その他の支出 上記以外の移転費用支出

業務収入

税収等収入 税収等の収入(例：市町村負担金等）

使用料及び手数料の収入

その他の収入 上記以外の業務収入(例：雑入等）

投資活動収支

投資活動支出

有形固定資産等の形成に係る支出

基金積立金支出 基金積立に係る支出(例：基金積立金）

投資活動収入

国県等補助金収入  国県等補助金の内、投資活動支出の財源に充当した収入

基金取崩収入  基金取崩による収入

資産売却収入  資産売却による収入

その他の収入  上記以外の投資活動収入

財務活動収支

財務活動支出

地方債償還支出  地方債に係る元本償還の支出

その他の支出  上記以外の財務活動支出

財務活動収入

地方債発行収入  地方債発行による収入

その他の収入  上記以外の財務活動収入

国県等補助金の内、業務支出の財源に充当した収入
(例：国庫補助金等）

使用料及び手数
料収入

公共施設等整備
費支出

人件費支出

社会保障給付支
出

国県等補助金収
入



イ　平成28年度決算の資金収支計算書
　　自  平成28年4月1日

【業務活動収支】

業務支出 4,277,325

　業務費用支出 4,188,979

　　　人件費支出 2,900,832

　　　物件費等支出 1,264,820

　　　支払利息支出 23,327

　　　その他の支出 -

　移転費用支出 88,346

　　　補助金等支出 85,843

　　　社会保障給付支出 -

　　　その他の支出 2,503

業務収入 4,878,737

　　税収等収入 4,738,162

　　国県等補助金収入 22,567

　　使用料及び手数料収入 39,516

　　その他の収入 78,491

臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 601,411

【投資活動収支】

投資活動支出 1,029,429

　　公共施設等整備費支出 545,874

　　基金積立金支出 483,555

投資活動収入 597,190

　　国県等補助金収入 25,434

　　基金取崩収入 360,854

　　資産売却収入 462

　　その他の収入 210,440

投資活動収支 -432,240

【財務活動収支】

財務活動支出 478,514

　　地方債償還支出 478,514

　　その他の支出 -

財務活動収入 313,200

　　地方債発行収入 313,200

　　その他の収入 -

財務活動収支 -165,314

本年度資金収支額 3,858

前年度末資金残高 57,547

本年度末資金残高 61,405

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない場合があります。

【本年度の特徴】
　歳入総額から歳出総額を差し引いた一般会計の資金残高61,405千円は、次年度予算に
繰越し、来年度予算に財源充当します。

　　至  平成29年3月31日　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科目 金額 【主な要因】

職員給与、各手当、報酬他 

各委託料、修繕費 他 

地方債利子 

他団体への補助金 他 

公課費 他 

業務活動に係る市町村負担金 

病院群輪番制補助金、火薬類等事務
交付金 他 

火葬場使用料、不燃物処理施設手
数料 他 

再生用有価物売払い、指定管理者
納入金 他 

公共施設整備に係る支出（米子消防

署皆生出張所新築、消防車両更新 

他） 

退職積立基金、うなばら荘基金の積立 

消防車両整備に係る補助金 

退職積立金の取崩し 

消防車両の売払い 

投資活動に係る市町村負担金 

地方債の償還 

地方債の発行 



３　財務書類の分析

（１）住民1人当たりの財務書類

（単位：円） （単位：円）

経常費用 前年度末純資産残高
人件費 純行政コスト（△）

物件費 財源
その他業務費用 本年度差額
移転費用 本年度純資産変動額

経常収益 本年度末純資産残高

使用料・手数料
その他

純経常行政コスト
臨時費用
臨時収益

純行政コスト

（単位：円） （単位：円）

業務活動収支 負債 25,860

業務支出

業務収入

臨時支出

臨時収入
投資活動収支 純資産 11,271

投資活動支出
投資活動収入

財務活動収支

財務活動支出
財務活動収入

本年度資金収支額
前年度末資金残高

本年度末資金残高

固定負債

流動負債

36,822

309

37,131

22,218

3,642

243
260

資産

固定資産

流動資産

4,353
2,525
△ 698
2,023
1,325

17

2,543
18,085
20,628

-
-

△ 1,828

9,763
19,619
21,127

1,508
1,508

11,271
167
332

19,621
0
2

19,619

　純行政コスト（資産形成につながらな
い行政サービス等）及び各費用、収益
が、住民1人当たりいくらかかっている
かを表しています。

　純資産の変動は、現世代と将来世代
の負担の変動を示しています。

　住民1人当たりの、本年度の事務実施
に係る資金収支を表しています。

　住民1人当たりの、本年度末時点の資産及び
負債を表しています。

11,801
20,120

7,843
102
374
499

貸借対照表 

 鳥取県西部圏域の２市６町１村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、
伯耆町、日南町、日野町、江府町）の人口２３６，５１１人（平成２７年 
国勢調査）に基づき、住民1人当たりの財務書類を示しています。 

行政コスト計算書 純資産変動計算

住民１人あたりの資産額 

平成２８年度の住民１人あたりの純行政コスト 

資金収支計算書 

住民１人あたりの負債額 



（２）有形固定資産の事業別明細

　平成28年度末時点の有形固定資産の事業別の内訳を表しています。

（単位：千円）

事業用資産

　土地

　建物

　工作物

物　品

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない
場合があります。

1,196,846

4,204,934

611,377

931,387

7,380,655

△98,262

△45,607

対期首増減

53,195

0

△200,273

△140,588

394,056
　建設仮
　勘定

合　計

総　務

-

469

有形固定資産の構成

民　生 環境衛生 消　防 合　計

0 1,310,826 3,108,020 2,030,422 6,449,268

289,936 436,469 470,441

-

-

1,020,890 2,125,242 1,058,802

0 546,309 65,068

- - - 436,111 436,111

478 4,368 926,072

469 1,311,304 3,112,388 2,956,494

科　目

有形固定資産の期末残高

　有形固定資産のうち、約40％ずつを環境衛生及び消防が占めており、残り約20％を民生に
係る資産が占めています。

　民生事業のうち、78％を建物が占めており、これは、火葬場施設（桜の苑）及び老人休養
施設（うなばら荘）です。

　環境衛生事業は、不燃ごみ処理施設及びし尿処理施設から構成されており、建物が68％、
主に処理設備等から成る工作物が18％を占めています。

　消防事業は、主に消防車両及び救助機材から成る物品が31％を占めるとともに、消防局及
び各消防署所庁舎の建物が34％を占めています。

　米子消防署皆生出張所の移転新築に係る建設仮勘定の増加や消防車両の更新による物品の
増加があったものの、全体としては、減価償却が進行しました。

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

総 務 民 生 環境衛生 消 防 

物 品 

 建設仮 

 勘定 

 工作物 

 建物 

 土地 

建物 

78％ 

建物 

68％ 

工作物 

18％ 物品 

31％ 

建物 

34％ 



（３）地方債の事業別明細

（単位：千円）

※記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しているため，合計と一致しない
場合があります。

科　目
総　務

(退職手当債)
民　生 環境衛生 消　防 合　計

地方債の構成

0 △ 1,660 △ 232,846 69,193 △ 165,313

2,800

1,035,940 1,411,215 3,728,415

地方債の増減明細

1,276,800

増減額

803,094 1,480,408 3,563,102Ｈ28期末

　平成28年度期首及び期末時点の地方債の事業別内訳を表しています。
消防債は、米子消防署皆生出張所の移転新築に係る地方債の借入により増加したことによ
り、構成比は38％から42％に増加しました。
　一方で、民生債及び環境衛生債は、償還により地方債残高が減少し、特に環境衛生債は、
不燃物処理施設に係る償還により、残高が232,846千円減少し、その構成比が28％から23％
へ減少しました。
　退職手当債は、平成28年度は据置期間のため償還はありませんでした。
　この結果、地方債残高は、165,313千円減少しました。

Ｈ28期首 1,276,800 4,460

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Ｈ28期首 Ｈ28期末 

消 防 

環境衛生 

民 生 

総 務 

(退職手当債) 

消防 

38％ 

環境衛生 

28％ 

総務 
(退職手当債) 

34％ 

消防 

42％ 

環境衛生 

23％ 

総務 
(退職手当債) 

36％ 

(単位：千円) 



（４）行政目的別の行政コスト

（単位：千円）

経常費用

　業務費用

　　人件費

　　物件費等

  　その他の業務費用

　移転費用

経常収益

　　使用料及び手数料

　　その他

純経常行政コスト

　臨時損失

　臨時利益

純行政コスト

行政目的別行政コスト

行政目的別行政コスト

総　務 民　生 環境衛生 消　防

61,548 174,555 2,390,247

合　計

2,791,148

185,911

182,934

164,798

18,124

12

2,977

276

0

276

185,635

0

0

243,708 1,383,734 2,945,229 4,758,582

188,997 1,382,587 2,915,717 4,670,235

127,143 1,198,627 511,086 1,854,980

306 9,405 14,384 24,107

54,711 1,147 29,512 88,347

50,126 53,339 14,266 118,007

24,872 8,456 6,188 39,516

25,254 44,883 8,078 78,491

193,582 1,330,395 2,930,963 4,640,575

0 0 0 0

0 8 454 462

185,635

科　目

　行政目的ごとに要した費用、収益及び純行政コスト（資産形成につながらない行政サービ
ス等）を示しています。
　当組合の純行政コストのうち、消防業務が63％、環境衛生業務(不燃ごみ処理、し尿処理
等）が29％を占めており、これらが90％以上を占めています。

193,582 1,330,387 2,930,509 4,640,113

総 務 

民 生 

環境衛生 

消 防 

消防 

63％ 

環境衛生 

 29％ 

民生 4％ 総務 4％ 



 ４　平成28年度決算に係る財務書類
（１）貸借対照表（平成28年4月1日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 8,631,242,342 　固定負債 5,714,759,120
　　有形固定資産 7,425,721,307 　　地方債 3,249,901,619
　　　事業用資産 6,396,072,511 　　長期未払金 0
　　　　土地 1,196,846,053 　　退職手当引当金 2,464,857,501
　　　　立木竹 0 　　損失補償等引当金 0
　　　　建物 9,241,858,017 　　その他 0
　　　　建物減価償却累計額 -4,836,651,285 　流動負債 677,757,564
　　　　工作物 6,902,723,410 　　1年内償還予定地方債 478,513,760
　　　　工作物減価償却累計額 -6,150,758,884 　　未払金 0
　　　　船舶 0 　　未払費用 0
　　　　船舶減価償却累計額 0 　　前受金 0
　　　　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 186,529,631
　　　　航空機 0 　　預り金 12,714,173
　　　　航空機減価償却累計額 0 　　その他 0
　　　　その他 0 負債合計 6,392,516,684
　　　　その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 42,055,200 　固定資産等形成分 8,631,304,661
　　　インフラ資産 0 　余剰分（不足分） -6,322,255,653
　　　　土地 0
　　　　建物 0
　　　　建物減価償却累計額 0
　　　　工作物 0
　　　　工作物減価償却累計額 0
　　　　その他 0
　　　　その他減価償却累計額 0
　　　　建設仮勘定 0
　　　物品 2,919,745,192
　　　物品減価償却累計額 -1,890,096,396
　　無形固定資産 0
　　　ソフトウェア 0
　　　その他 0
　　投資その他の資産 1,205,521,035
　　　投資及び出資金 0
　　　　有価証券 0
　　　　出資金 0
　　　　その他 0
　　　投資損失引当金 0
　　　長期延滞債権 0
　　　長期貸付金 0
　　　基金 1,205,521,035
　　　　減債基金 0
　　　　その他 1,205,521,035
　　　その他 0
　　　徴収不能引当金 0
　流動資産 70,323,350
　　現金預金 70,261,031
　　未収金 0
　　短期貸付金 0
　　基金 62,319
　　　財政調整基金 62,319
　　　減債基金 0
　　棚卸資産 0
　　その他 0
　　徴収不能引当金 0 純資産合計 2,309,049,008

資産合計 8,701,565,692 負債及び純資産合計 8,701,565,692

　現金預金のうち歳計外現金 12,714,173          



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 8,708,877,107 　固定負債 5,254,892,416
　　有形固定資産 7,380,654,862 　　地方債 2,900,389,948
　　　事業用資産 6,449,268,104 　　長期未払金 0
　　　　土地 1,196,846,053 　　退職手当引当金 2,354,502,468
　　　　立木竹 0 　　損失補償等引当金 0
　　　　建物 9,264,037,977 　　その他 0
　　　　建物減価償却累計額 -5,059,103,632 　流動負債 861,461,947
　　　　工作物 6,909,945,370 　　1年内償還予定地方債 662,711,671
　　　　工作物減価償却累計額 -6,298,568,864 　　未払金 0
　　　　船舶 0 　　未払費用 0
　　　　船舶減価償却累計額 0 　　前受金 0
　　　　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 187,201,101
　　　　航空機 0 　　預り金 11,549,175
　　　　航空機減価償却累計額 0 　　その他 0
　　　　その他 0 負債合計 6,116,354,363
　　　　その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 436,111,200 　固定資産等形成分 8,708,939,426
　　　インフラ資産 0 　余剰分（不足分） -6,043,400,305
　　　　土地 0
　　　　建物 0
　　　　建物減価償却累計額 0
　　　　工作物 0
　　　　工作物減価償却累計額 0
　　　　その他 0
　　　　その他減価償却累計額 0
　　　　建設仮勘定 0
　　　物品 2,995,770,794
　　　物品減価償却累計額 -2,064,384,036
　　無形固定資産 0
　　　ソフトウェア 0
　　　その他 0
　　投資その他の資産 1,328,222,245
　　　投資及び出資金 0
　　　　有価証券 0
　　　　出資金 0
　　　　その他 0
　　　投資損失引当金 0
　　　長期延滞債権 0
　　　長期貸付金 0
　　　基金 1,328,222,245
　　　　減債基金 0
　　　　その他 1,328,222,245
　　　その他 0
　　　徴収不能引当金 0
　流動資産 73,016,377
　　現金預金 72,954,058
　　未収金 0
　　短期貸付金 0
　　基金 62,319
　　　財政調整基金 62,319
　　　減債基金 0
　　棚卸資産 0
　　その他 0
　　徴収不能引当金 0 純資産合計 2,665,539,121

資産合計 8,781,893,484 負債及び純資産合計 8,781,893,484

（２）貸借対照表（平成29年3月31日現在）

　　　　　



（単位：円）

科目 金額

　経常費用 4,758,582,080

　　業務費用 4,670,235,664

　　　人件費 2,791,148,320

　　　　職員給与費 2,290,904,949

　　　　賞与等引当金繰入額 187,201,101

　　　　退職手当引当金繰入額 250,499,088

　　　　その他 62,543,182

　　　物件費等 1,854,980,126

　　　　物件費 1,110,643,922

　　　　維持補修費 152,238,496

　　　　減価償却費 590,940,282

　　　　その他 1,157,426

　　　その他の業務費用 24,107,218

　　　　支払利息 23,327,130

　　　　徴収不能引当金繰入額 0

　　　　その他 780,088

　　移転費用 88,346,416

　　　補助金等 85,842,922

　　　社会保障給付 0

　　　他会計への繰出金 0

　　　その他 2,503,494

　経常収益 118,007,083

　　使用料及び手数料 39,516,313

　　その他 78,490,770

純経常行政コスト 4,640,574,997

　臨時損失 6

　　災害復旧事業費 0

　　資産除売却損 6

　　投資損失引当金繰入額 0

　　損失補償等引当金繰入額 0

　　その他 0

　臨時利益 461,685

　　資産売却益 461,685

　　その他 0

純行政コスト 4,640,113,318

（３）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



　　　　　自  平成28年4月1日
　　　　　至  平成29年3月31日

（単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 2,309,049,008 8,631,304,661 -6,322,255,653

　純行政コスト（△） -4,640,113,318 -4,640,113,318

　財源 4,996,603,431 4,996,603,431

　　税収等 4,948,602,181 4,948,602,181

　　国県等補助金 48,001,250 48,001,250

　本年度差額 356,490,113 356,490,113

　固定資産等の変動（内部変動） 77,634,765 -77,634,765

　　有形固定資産等の増加 545,873,847 -545,873,847

　　有形固定資産等の減少 -590,940,292 590,940,292

　　貸付金・基金等の増加 483,555,331 -483,555,331

　　貸付金・基金等の減少 -360,854,121 360,854,121

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 0 0

　その他 0 0 0

　本年度純資産変動額 356,490,113 77,634,765 278,855,348

本年度末純資産残高 2,665,539,121 8,708,939,426 -6,043,400,305

（４）純資産変動計算書



（単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 4,277,325,361
　　業務費用支出 4,188,978,945
　　　人件費支出 2,900,831,883
　　　物件費等支出 1,264,819,932
　　　支払利息支出 23,327,130
　　　その他の支出 0
　　移転費用支出 88,346,416
　　　補助金等支出 85,842,922
　　　社会保障給付支出 0
　　　他会計への繰出支出 0
　　　その他の支出 2,503,494
　業務収入 4,878,736,667
　　税収等収入 4,738,162,334
　　国県等補助金収入 22,567,250
　　使用料及び手数料収入 39,516,313
　　その他の収入 78,490,770
　臨時支出 0
　　災害復旧事業費支出 0
　　その他の支出 0
　臨時収入 0
業務活動収支 601,411,306
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,029,429,178
　　公共施設等整備費支出 545,873,847
　　基金積立金支出 483,555,331
　　投資及び出資金支出 0
　　貸付金支出 0
　　その他の支出 0
　投資活動収入 597,189,657
　　国県等補助金収入 25,434,000
　　基金取崩収入 360,854,121
　　貸付金元金回収収入 0
　　資産売却収入 461,689
　　その他の収入 210,439,847
投資活動収支 -432,239,521
【財務活動収支】
　財務活動支出 478,513,760
　　地方債償還支出 478,513,760
　　その他の支出 0
　財務活動収入 313,200,000
　　地方債発行収入 313,200,000
　　その他の収入 0
財務活動収支 -165,313,760
本年度資金収支額 3,858,025
前年度末資金残高 57,546,858

本年度末資金残高 61,404,883

前年度末歳計外現金残高 12,714,173
本年度歳計外現金増減額 -1,164,998
本年度末歳計外現金残高 11,549,175

本年度末現金預金残高 72,954,058

科目 金額

（５）資金収支計算書

　　　至  平成29年3月31日
　　　自  平成28年4月1日  



（６）固定資産台帳(概要）

（ア）平成28年度末時点の固定資産の状況 （単位：円）

事業用有形固定資産

土地

建物

工作物

その他有形固定資産

事業用無形固定資産

インフラ有形固定資産

インフラ無形固定資産

物 品

（イ）平成28年度末時点の固定資産の行政目的別内訳
※表(ア)-③の行政目的別内訳 （単位：円）

合　計

科　目

事業用資産

　土地

　建物

　工作物

-                

-

-

-

-

物　品

469,156

民　生 環境衛生 消　防

-                         

923,898,259 3,499,793,984 2,956,493,463

-                         

総　務

436,111,200      

478,236 4,367,528 926,071,838

　建設仮勘定

2                        546,309,001      65,067,503        

469,156

503,396,550      470,441,347      

700,411,865      2,445,720,905   1,058,801,575   

700,411,867      2,992,029,906   1,559,980,278   

223,008,156      

資産額
(①）

減価償却
累計額(②）

差引資産額
(③（①-②））

件数(件）

239 17,806,940,600 11,357,672,496 6,449,268,104

81 1,196,846,053 -                         1,196,846,053

85 9,264,037,977 5,059,103,632 4,204,934,345

6,909,945,370 6,298,568,864 611,376,506

-                         -                         -                         

436,111,200 436,111,200

-         -                         -                         

931,386,758

-                         

1

7,380,654,862

-         -                         -                         -                         

-         

勘定科目

合計

607 2,995,770,794 2,064,384,036

846 20,802,711,394 13,422,056,532

-                         
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