
【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 14,623,427   固定負債 1,469,581

    有形固定資産 10,401,370     地方債等 1,018,712

      事業用資産 3,975,801     長期未払金 -

        土地 519,373     退職手当引当金 450,869

        立木竹 25,846     損失補償等引当金 -

        建物 7,648,666     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,369,083   流動負債 186,359

        工作物 510,188     １年内償還予定地方債等 144,431

        工作物減価償却累計額 -359,188     未払金 -

        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 20,160

        航空機 -     預り金 21,768

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,655,940

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 17,975,562

      インフラ資産 5,968,386   余剰分（不足分） -1,336,691

        土地 104,775   他団体出資等分 -

        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 2,068,980

      物品減価償却累計額 -1,611,797

    無形固定資産 1,982

      ソフトウェア 1,982

      その他 0

    投資その他の資産 4,220,075

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 4,145,017

        減債基金 924,456

        その他 3,220,561

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,671,385

    現金預金 319,250

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 3,352,135

      財政調整基金 3,352,135

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,638,871

資産合計 18,294,812 負債及び純資産合計 18,294,812

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 34

    その他 -

純行政コスト 2,739,896

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 34

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 183,844

    その他 57,029

純経常行政コスト 2,739,930

      社会保障給付 133,163

      その他 6,994

  経常収益 240,873

        その他 10,556

    移転費用 1,419,690

      補助金等 1,279,534

      その他の業務費用 28,273

        支払利息 17,717

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 117,941

        減価償却費 562,654

        その他 41,584

        その他 37,914

      物件費等 1,238,789

        物件費 516,610

        職員給与費 300,048

        賞与等引当金繰入額 20,160

        退職手当引当金繰入額 -64,072

  経常費用 2,980,803

    業務費用 1,561,113

      人件費 294,051

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 16,501,450 18,046,353 -1,544,902 -

  純行政コスト（△） -2,739,896 -2,739,896 -

  財源 2,868,393 2,868,393 -

    税収等 2,224,973 2,224,973 -

    国県等補助金 643,420 643,420 -

  本年度差額 128,497 128,497 -

  固定資産等の変動（内部変動） -79,714 79,714

    有形固定資産等の増加 561,740 -561,740

    有形固定資産等の減少 -683,304 683,304

    貸付金・基金等の増加 59,149 -59,149

    貸付金・基金等の減少 -17,300 17,300

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 137,421 -70,790 208,212 -

本年度末純資産残高 16,638,871 17,975,562 -1,336,691 -

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 -1,128

本年度末歳計外現金残高 21,768

本年度末現金預金残高 319,250

財務活動収支 -241,201

本年度資金収支額 -96,479

前年度末資金残高 393,961

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 297,482

    地方債等償還支出 325,001

    その他の支出 -

  財務活動収入 83,800

    地方債等発行収入 83,800

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -425,745

【財務活動収支】

  財務活動支出 325,001

    その他の支出 -

  投資活動収入 88,351

    国県等補助金収入 57,195

    基金取崩収入 31,156

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 514,096

    公共施設等整備費支出 123,471

    基金積立金支出 390,625

    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 570,467

【投資活動収支】

    税収等収入 2,224,973

    国県等補助金収入 586,225

    使用料及び手数料収入 183,844

    その他の収入 57,063

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,419,690

      補助金等支出 1,279,534

      社会保障給付支出 133,163

      その他の支出 6,994

  業務収入 3,052,105

    業務費用支出 1,061,948

      人件費支出 357,540

      物件費等支出 676,135

      支払利息支出 17,717

      その他の支出 10,556

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 2,481,638


