
【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 15,271,505   固定負債 1,738,645

    有形固定資産 10,885,085     地方債等 1,134,451

      事業用資産 4,391,743     長期未払金 -

        土地 606,063     退職手当引当金 514,282

        立木竹 25,846     損失補償等引当金 -

        建物 8,153,662     その他 89,912

        建物減価償却累計額 -4,713,860   流動負債 236,818

        工作物 552,575     １年内償還予定地方債等 155,500

        工作物減価償却累計額 -364,845     未払金 12,888

        船舶 -     未払費用 7,748

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 270

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 25,697

        航空機 -     預り金 28,958

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,757

        その他 - 負債合計 1,975,463

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 132,302   固定資産等形成分 18,679,541

      インフラ資産 5,971,078   余剰分（不足分） -1,628,059

        土地 107,468   他団体出資等分 150,506

        建物 72,814

        建物減価償却累計額 -65,743

        工作物 14,263,516

        工作物減価償却累計額 -8,406,977

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,262,913

      物品減価償却累計額 -1,740,648

    無形固定資産 4,798

      ソフトウェア 4,686

      その他 112

    投資その他の資産 4,381,622

      投資及び出資金 80,108

        有価証券 16,110

        出資金 63,998

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 4,300,260

        減債基金 924,456

        その他 3,375,804

      その他 1,255

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,905,946

    現金預金 468,442

    未収金 10,424

    短期貸付金 -

    基金 3,408,036

      財政調整基金 3,408,036

      減債基金 -

    棚卸資産 9,023

    その他 10,024

    徴収不能引当金 -3

  繰延資産 - 純資産合計 17,201,988

資産合計 19,177,451 負債及び純資産合計 19,177,451

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 571

    その他 -

純行政コスト 3,196,379

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 927

  臨時利益 571

  臨時損失 1,157

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 230

    使用料及び手数料 211,682

    その他 524,804

純経常行政コスト 3,195,793

      社会保障給付 542,264

      その他 21,558

  経常収益 736,486

        その他 23,788

    移転費用 1,690,482

      補助金等 1,126,660

      その他の業務費用 41,758

        支払利息 17,985

        徴収不能引当金繰入額 -15

        維持補修費 133,518

        減価償却費 607,689

        その他 45,869

        その他 72,415

      物件費等 1,617,625

        物件費 830,549

        職員給与費 510,947

        賞与等引当金繰入額 25,697

        退職手当引当金繰入額 -26,644

  経常費用 3,932,279

    業務費用 2,241,797

      人件費 582,415

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 17,105,018 18,720,012 -1,781,723 166,729

  純行政コスト（△） -3,196,379 -3,180,155 -16,223

  財源 3,379,910 3,379,910 -

    税収等 2,530,157 2,530,157 -

    国県等補助金 849,753 849,753 -

  本年度差額 183,531 199,755 -16,223

  固定資産等の変動（内部変動） 46,000 -46,000

    有形固定資産等の増加 761,078 -761,078

    有形固定資産等の減少 -762,818 762,818

    貸付金・基金等の増加 70,187 -70,187

    貸付金・基金等の減少 -22,447 22,447

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,924 8,924

  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 -95,400 -95,396 -4 -

  その他 -85 - -85

  本年度純資産変動額 96,970 -40,471 153,665 -16,223

本年度末純資産残高 17,201,988 18,679,541 -1,628,059 150,506

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）

前年度末歳計外現金残高 22,896

本年度歳計外現金増減額 654

本年度末歳計外現金残高 23,551

本年度末現金預金残高 468,442

財務活動収支 -179,977

本年度資金収支額 -120,940

前年度末資金残高 565,831

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 444,891

    地方債等償還支出 340,436

    その他の支出 -

  財務活動収入 160,459

    地方債等発行収入 160,457

    その他の収入 2

    資産売却収入 -

    その他の収入 0

投資活動収支 -552,872

【財務活動収支】

  財務活動支出 340,436

    その他の支出 -

  投資活動収入 120,880

    国県等補助金収入 81,677

    基金取崩収入 39,203

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 673,752

    公共施設等整備費支出 268,155

    基金積立金支出 405,597

    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 -

  臨時収入 -

業務活動収支 611,909

【投資活動収支】

    税収等収入 2,530,347

    国県等補助金収入 768,076

    使用料及び手数料収入 234,232

    その他の収入 502,943

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,690,482

      補助金等支出 1,126,660

      社会保障給付支出 542,264

      その他の支出 21,558

  業務収入 4,035,598

    業務費用支出 1,733,208

      人件費支出 662,000

      物件費等支出 1,026,650

      支払利息支出 17,985

      その他の支出 26,572

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 3,423,689


