
【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 43,000,186   固定負債 14,890,638

    有形固定資産 39,676,657     地方債等 10,114,541

      事業用資産 19,188,681     長期未払金 5,273

        土地 9,811,152     退職手当引当金 1,338,280

        立木竹 -     損失補償等引当金 895,666

        建物 25,819,531     その他 2,536,878

        建物減価償却累計額 -17,274,632   流動負債 1,449,510

        工作物 1,048,769     １年内償還予定地方債等 843,205

        工作物減価償却累計額 -291,091     未払金 95,106

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 109,485

        航空機 -     預り金 67,195

        航空機減価償却累計額 -     その他 334,520

        その他 - 負債合計 16,340,148

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 74,952   固定資産等形成分 44,174,966

      インフラ資産 20,294,563   余剰分（不足分） -14,853,653

        土地 5,640,007   他団体出資等分 -

        建物 1,425,986

        建物減価償却累計額 -757,433

        工作物 33,241,847

        工作物減価償却累計額 -19,350,113

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 94,269

      物品 531,683

      物品減価償却累計額 -338,270

    無形固定資産 314,437

      ソフトウェア 298,036

      その他 16,401

    投資その他の資産 3,009,092

      投資及び出資金 115,052

        有価証券 664

        出資金 114,388

        その他 -

      長期延滞債権 707,774

      長期貸付金 23,647

      基金 2,174,089

        減債基金 23,512

        その他 2,150,577

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,471

  流動資産 2,661,275

    現金預金 1,236,662

    未収金 258,717

    短期貸付金 8,690

    基金 1,166,091

      財政調整基金 1,166,091

      減債基金 -

    棚卸資産 2,115

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,998

  繰延資産 - 純資産合計 29,321,313

資産合計 45,661,461 負債及び純資産合計 45,661,461

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 222

    その他 116,102

純行政コスト 11,998,650

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 298

  臨時利益 116,324

  臨時損失 49,878

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 49,580

    使用料及び手数料 967,935

    その他 253,403

純経常行政コスト 12,065,095

      社会保障給付 1,066,017

      その他 41,022

  経常収益 1,221,338

        その他 60,679

    移転費用 7,589,631

      補助金等 6,482,591

      その他の業務費用 238,543

        支払利息 157,445

        徴収不能引当金繰入額 20,418

        維持補修費 278,258

        減価償却費 1,500,411

        その他 1,344

        その他 270,737

      物件費等 3,914,833

        物件費 2,134,819

        職員給与費 1,163,987

        賞与等引当金繰入額 108,703

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,286,434

    業務費用 5,696,803

      人件費 1,543,427

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 29,675,420 45,714,717 -16,039,297 -

  純行政コスト（△） -11,998,650 -11,998,650 -

  財源 11,468,860 11,468,860 -

    税収等 8,319,785 8,319,785 -

    国県等補助金 3,149,076 3,149,076 -

  本年度差額 -529,789 -529,789 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,573,649 1,573,649

    有形固定資産等の増加 799,072 -799,072

    有形固定資産等の減少 -1,658,414 1,658,414

    貸付金・基金等の増加 590,590 -590,590

    貸付金・基金等の減少 -1,304,896 1,304,896

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 33,898 33,898

  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 - - - -

  その他 141,785 - 141,785

  本年度純資産変動額 -354,106 -1,539,751 1,185,645 -

本年度末純資産残高 29,321,313 44,174,966 -14,853,653 -

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 2,703

本年度歳計外現金増減額 10,219

本年度末歳計外現金残高 12,921

本年度末現金預金残高 1,236,662

財務活動収支 -180,636

本年度資金収支額 -240,108

前年度末資金残高 1,463,849

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,223,741

    地方債等償還支出 739,015

    その他の支出 351,478

  財務活動収入 909,857

    地方債等発行収入 665,500

    その他の収入 244,357

    資産売却収入 60,572

    その他の収入 -

投資活動収支 252,281

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,090,493

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,691,069

    国県等補助金収入 354,669

    基金取崩収入 1,253,168

    貸付金元金回収収入 22,660

  投資活動支出 1,438,788

    公共施設等整備費支出 850,611

    基金積立金支出 588,001

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 176

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 298

  臨時収入 9

業務活動収支 -311,753

【投資活動収支】

    税収等収入 8,237,440

    国県等補助金収入 2,888,180

    使用料及び手数料収入 974,039

    その他の収入 210,577

  臨時支出 298

    移転費用支出 8,489,631

      補助金等支出 6,482,591

      社会保障給付支出 1,066,017

      その他の支出 941,022

  業務収入 12,310,236

    業務費用支出 4,132,070

      人件費支出 1,538,942

      物件費等支出 2,376,887

      支払利息支出 157,445

      その他の支出 58,796

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 12,621,700


