
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,416,327   固定負債 5,574,115

    有形固定資産 14,268,584     地方債等 4,363,802

      事業用資産 6,548,984     長期未払金 -

        土地 2,357,327     退職手当引当金 941,725

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,323,926     その他 268,588

        建物減価償却累計額 -6,497,455   流動負債 643,681

        工作物 987,897     １年内償還予定地方債等 504,764

        工作物減価償却累計額 -763,602     未払金 37,189

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,996

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 74,426

        航空機 -     預り金 19,674

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,631

        その他 - 負債合計 6,217,796

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 140,891   固定資産等形成分 17,110,096

      インフラ資産 7,426,747   余剰分（不足分） -5,086,756

        土地 442,415   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -70,732

        工作物 15,759,044

        工作物減価償却累計額 -8,907,377

        その他 234,362

        その他減価償却累計額 -232,002

        建設仮勘定 60,428

      物品 1,110,612

      物品減価償却累計額 -817,758

    無形固定資産 1,139

      ソフトウェア 1,139

      その他 -

    投資その他の資産 1,146,604

      投資及び出資金 12,328

        有価証券 31

        出資金 12,298

        その他 -

      長期延滞債権 199,948

      長期貸付金 900

      基金 947,075

        減債基金 325,681

        その他 621,394

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,647

  流動資産 2,824,809

    現金預金 1,069,162

    未収金 60,647

    短期貸付金 8,939

    基金 1,684,829

      財政調整基金 1,684,829

      減債基金 -

    棚卸資産 6,755

    その他 110

    徴収不能引当金 -5,634

  繰延資産 - 純資産合計 12,023,340

資産合計 18,241,136 負債及び純資産合計 18,241,136

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 2,021

    その他 63

純行政コスト 8,871,805

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 128

  臨時利益 2,083

  臨時損失 151,488

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 151,360

    使用料及び手数料 289,382

    その他 132,796

純経常行政コスト 8,722,401

      社会保障給付 681,338

      その他 21,057

  経常収益 422,178

        その他 103,654

    移転費用 5,865,469

      補助金等 5,163,073

      その他の業務費用 181,294

        支払利息 63,504

        徴収不能引当金繰入額 14,136

        維持補修費 267,520

        減価償却費 593,518

        その他 3,331

        その他 116,445

      物件費等 1,962,607

        物件費 1,098,237

        職員給与費 835,982

        賞与等引当金繰入額 77,245

        退職手当引当金繰入額 105,538

  経常費用 9,144,579

    業務費用 3,279,110

      人件費 1,135,209

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 12,183,361 17,506,120 -5,322,759 -

  純行政コスト（△） -8,871,805 -8,871,805 -

  財源 8,701,292 8,701,292 -

    税収等 5,983,679 5,983,679 -

    国県等補助金 2,717,613 2,717,613 -

  本年度差額 -170,513 -170,513 -

  固定資産等の変動（内部変動） -416,112 416,112

    有形固定資産等の増加 382,442 -382,442

    有形固定資産等の減少 -744,878 744,878

    貸付金・基金等の増加 42,332 -42,332

    貸付金・基金等の減少 -96,008 96,008

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,166 13,166

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -2,683 671 -3,354 -

  その他 11 6,252 -6,241

  本年度純資産変動額 -160,020 -396,024 236,003 -

本年度末純資産残高 12,023,340 17,110,096 -5,086,756 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 19,306

本年度歳計外現金増減額 381

本年度末歳計外現金残高 19,687

本年度末現金預金残高 1,069,162

財務活動収支 -162,185

本年度資金収支額 111,262

前年度末資金残高 938,213

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,049,475

    地方債等償還支出 507,367

    その他の支出 -

  財務活動収入 345,183

    地方債等発行収入 345,183

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,021

    その他の収入 3,490

投資活動収支 -244,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 507,367

    その他の支出 -

  投資活動収入 180,578

    国県等補助金収入 79,060

    基金取崩収入 85,785

    貸付金元金回収収入 10,223

  投資活動支出 424,774

    公共施設等整備費支出 382,442

    基金積立金支出 42,332

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1

  臨時収入 63

業務活動収支 517,643

【投資活動収支】

    税収等収入 5,971,275

    国県等補助金収入 2,632,387

    使用料及び手数料収入 278,877

    その他の収入 126,713

  臨時支出 1

    移転費用支出 5,952,059

      補助金等支出 5,163,073

      社会保障給付支出 681,338

      その他の支出 107,648

  業務収入 9,009,253

    業務費用支出 2,539,613

      人件費支出 1,023,783

      物件費等支出 1,357,217

      支払利息支出 63,504

      その他の支出 95,108

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,491,672


