
【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 74,108,114   固定負債 17,773,970

    有形固定資産 67,822,200     地方債等 14,450,839

      事業用資産 40,521,421     長期未払金 -

        土地 25,067,320     退職手当引当金 1,084,230

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,738,172     その他 2,238,901

        建物減価償却累計額 -20,537,214   流動負債 1,995,972

        工作物 3,421,827     １年内償還予定地方債等 1,519,736

        工作物減価償却累計額 -2,170,598     未払金 152,925

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 48,350

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 111,950

        航空機 -     預り金 63,095

        航空機減価償却累計額 -     その他 99,917

        その他 - 負債合計 19,769,942

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,915   固定資産等形成分 76,592,820

      インフラ資産 26,705,694   余剰分（不足分） -15,077,535

        土地 5,636,532   他団体出資等分 -

        建物 673,567

        建物減価償却累計額 -436,362

        工作物 36,324,340

        工作物減価償却累計額 -15,498,969

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,586

      物品 1,537,437

      物品減価償却累計額 -942,352

    無形固定資産 109,373

      ソフトウェア 103,956

      その他 5,417

    投資その他の資産 6,176,541

      投資及び出資金 272,879

        有価証券 250,911

        出資金 10,909

        その他 11,059

      長期延滞債権 62,448

      長期貸付金 1,580,793

      基金 4,234,252

        減債基金 1,381,673

        その他 2,852,578

      その他 30,163

      徴収不能引当金 -3,994

  流動資産 7,177,113

    現金預金 3,823,907

    未収金 109,797

    短期貸付金 49,276

    基金 2,435,430

      財政調整基金 2,435,430

      減債基金 -

    棚卸資産 735,014

    その他 25,888

    徴収不能引当金 -2,199

  繰延資産 - 純資産合計 61,515,285

資産合計 81,285,227 負債及び純資産合計 81,285,227

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 15,340,875

    業務費用 6,190,714

      人件費 1,612,615

        職員給与費 1,396,520

        賞与等引当金繰入額 111,949

        退職手当引当金繰入額 4,299

        その他 99,847

      物件費等 4,238,908

        物件費 2,493,506

        維持補修費 71,691

        減価償却費 1,668,775

        その他 4,935

      その他の業務費用 339,191

        支払利息 224,467

        徴収不能引当金繰入額 6,193

        その他 108,531

    移転費用 9,150,161

      補助金等 5,084,231

      社会保障給付 3,926,392

      その他 139,539

  経常収益 2,563,320

    使用料及び手数料 1,185,654

    その他 1,377,666

純経常行政コスト 12,777,555

  臨時損失 4,767

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,336

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,430

  臨時利益 23,881

    資産売却益 -

    その他 23,881

純行政コスト 12,758,441



【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 60,092,081 76,699,126 -16,607,045 -

  純行政コスト（△） -12,758,441 -12,758,441 -

  財源 13,804,594 13,804,594 -

    税収等 10,380,320 10,380,320 -

    国県等補助金 3,424,274 3,424,274 -

  本年度差額 1,046,153 1,046,153 -

  固定資産等の変動（内部変動） -359,460 359,460

    有形固定資産等の増加 910,478 -910,478

    有形固定資産等の減少 -1,682,988 1,682,988

    貸付金・基金等の増加 653,933 -653,933

    貸付金・基金等の減少 -240,884 240,884

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 263,535 263,535

  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 -55,711 -8,712 -47,000 -

  その他 169,227 -1,669 170,896

  本年度純資産変動額 1,423,203 -106,306 1,529,509 -

本年度末純資産残高 61,515,285 76,592,820 -15,077,535 -

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 14,478,224

    業務費用支出 5,283,930

      人件費支出 1,600,287

      物件費等支出 2,607,324

      支払利息支出 223,524

      その他の支出 852,796

    移転費用支出 9,194,294

      補助金等支出 5,084,231

      社会保障給付支出 3,926,392

      その他の支出 183,671

  業務収入 15,534,997

    税収等収入 10,324,382

    国県等補助金収入 2,995,679

    使用料及び手数料収入 1,191,560

    その他の収入 1,023,376

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 213,810

業務活動収支 1,270,582

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,472,112

    公共施設等整備費支出 896,173

    基金積立金支出 574,312

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,626

    その他の支出 -

  投資活動収入 439,488

    国県等補助金収入 256,032

    基金取崩収入 134,548

    貸付金元金回収収入 48,908

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,032,624

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,415,766

    地方債等償還支出 1,413,694

    その他の支出 2,072

  財務活動収入 1,413,643

    地方債等発行収入 1,413,643

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 51,901

本年度歳計外現金増減額 10,925

本年度末歳計外現金残高 62,826

本年度末現金預金残高 3,823,907

財務活動収支 -2,123

本年度資金収支額 235,835

前年度末資金残高 3,523,415

比例連結割合変更に伴う差額 1,831

本年度末資金残高 3,761,081


