
【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 44,690,474   固定負債 15,413,169

    有形固定資産 40,241,388     地方債等 10,381,293

      事業用資産 19,683,904     長期未払金 5,273

        土地 9,878,517     退職手当引当金 1,592,477

        立木竹 -     損失補償等引当金 895,666

        建物 26,428,285     その他 2,538,461

        建物減価償却累計額 -17,660,265   流動負債 1,560,642

        工作物 1,264,610     １年内償還予定地方債等 860,271

        工作物減価償却累計額 -304,103     未払金 102,655

        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 124,685

        航空機 -     預り金 77,847

        航空機減価償却累計額 -     その他 395,183

        その他 - 負債合計 16,973,811

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 76,860   固定資産等形成分 45,913,002

      インフラ資産 20,294,563   余剰分（不足分） -15,019,506

        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 735,150

      物品減価償却累計額 -472,230

    無形固定資産 998,830

      ソフトウェア 300,168

      その他 698,662

    投資その他の資産 3,450,256

      投資及び出資金 108,803

        有価証券 100,625

        出資金 8,116

        その他 62

      長期延滞債権 707,971

      長期貸付金 24,859

      基金 2,607,302

        減債基金 23,512

        その他 2,583,790

      その他 12,792

      徴収不能引当金 -11,471

  流動資産 3,176,833

    現金預金 1,660,167

    未収金 268,723

    短期貸付金 8,690

    基金 1,213,838

      財政調整基金 1,213,838

      減債基金 -

    棚卸資産 35,177

    その他 1,237

    徴収不能引当金 -10,998

  繰延資産 - 純資産合計 30,893,496

資産合計 47,867,307 負債及び純資産合計 47,867,307

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）

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

  経常費用 16,079,777

    業務費用 6,444,901

      人件費 1,940,143

        職員給与費 1,472,687

        賞与等引当金繰入額 123,897

        退職手当引当金繰入額 8,629

        その他 334,930

      物件費等 4,201,807

        物件費 2,305,374

        維持補修費 282,167

        減価償却費 1,608,680

        その他 5,585

      その他の業務費用 302,951

        支払利息 158,740

        徴収不能引当金繰入額 20,418

        その他 123,793

    移転費用 9,634,875

      補助金等 5,615,095

      社会保障給付 3,975,008

      その他 44,772

  経常収益 1,462,645

    使用料及び手数料 987,542

    その他 475,103

純経常行政コスト 14,617,131

  臨時損失 50,235

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 49,933

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 302

  臨時利益 138,065

    資産売却益 222

    その他 137,843

純行政コスト 14,529,301



【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 31,195,052 47,284,552 -16,089,500 -

  純行政コスト（△） -14,529,301 -14,529,301 -

  財源 13,987,992 13,987,992 -

    税収等 10,147,259 10,147,259 -

    国県等補助金 3,840,732 3,840,732 -

  本年度差額 -541,310 -541,310 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,560,919 1,560,919

    有形固定資産等の増加 835,632 -835,632

    有形固定資産等の減少 -1,695,421 1,695,421

    貸付金・基金等の増加 646,576 -646,576

    貸付金・基金等の減少 -1,347,706 1,347,706

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 60,373 60,373

  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 92,049 129,007 -36,958 -

  その他 87,333 -10 87,343

  本年度純資産変動額 -301,555 -1,371,550 1,069,995 -

本年度末純資産残高 30,893,496 45,913,002 -15,019,506 -

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）

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 15,287,433

    業務費用支出 4,749,480

      人件費支出 1,924,304

      物件費等支出 2,487,002

      支払利息支出 157,767

      その他の支出 180,407

    移転費用支出 10,537,953

      補助金等支出 5,614,495

      社会保障給付支出 3,975,008

      その他の支出 948,450

  業務収入 15,067,815

    税収等収入 10,060,872

    国県等補助金収入 3,571,974

    使用料及び手数料収入 993,646

    その他の収入 441,324

  臨時支出 298

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 298

  臨時収入 820

業務活動収支 -219,095

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,567,191

    公共施設等整備費支出 875,931

    基金積立金支出 606,155

    投資及び出資金支出 82,849

    貸付金支出 2,256

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,712,669

    国県等補助金収入 361,720

    基金取崩収入 1,265,775

    貸付金元金回収収入 24,582

    資産売却収入 60,572

    その他の収入 21

投資活動収支 145,479

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,114,662

    地方債等償還支出 762,212

    その他の支出 352,450

  財務活動収入 924,707

    地方債等発行収入 680,350

    その他の収入 244,357

前年度末歳計外現金残高 2,909

本年度歳計外現金増減額 18,652

本年度末歳計外現金残高 21,562

本年度末現金預金残高 1,660,167

財務活動収支 -189,956

本年度資金収支額 -263,572

前年度末資金残高 1,900,775

比例連結割合変更に伴う差額 1,403

本年度末資金残高 1,638,606


