
【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 68,385,237   固定負債 15,008,038

    有形固定資産 60,310,363     地方債等 11,852,904

      事業用資産 33,188,451     長期未払金 -

        土地 21,625,705     退職手当引当金 901,731

        立木竹 -     損失補償等引当金 583,675

        建物 27,270,554     その他 1,669,728

        建物減価償却累計額 -16,845,172   流動負債 1,515,612

        工作物 3,028,579     １年内償還予定地方債等 1,260,852

        工作物減価償却累計額 -1,891,215     未払金 58,246

        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 95,609

        航空機 -     預り金 53,640

        航空機減価償却累計額 -     その他 47,266

        その他 - 負債合計 16,523,650

        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 71,383,755

      インフラ資産 26,665,177   余剰分（不足分） -14,361,816

        土地 5,618,961   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 36,292,849

        工作物減価償却累計額 -15,490,423

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,586

      物品 1,143,812

      物品減価償却累計額 -687,076

    無形固定資産 106,385

      ソフトウェア 101,100

      その他 5,285

    投資その他の資産 7,968,488

      投資及び出資金 2,455,770

        有価証券 250,911

        出資金 2,204,859

        その他 -

      長期延滞債権 62,279

      長期貸付金 1,580,793

      基金 3,873,640

        減債基金 1,381,673

        その他 2,491,967

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,994

  流動資産 5,160,352

    現金預金 2,082,633

    未収金 60,343

    短期貸付金 48,266

    基金 2,950,252

      財政調整基金 2,950,252

      減債基金 -

    棚卸資産 20,841

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,984

  繰延資産 - 純資産合計 57,021,939

資産合計 73,545,589 負債及び純資産合計 73,545,589

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 12,465,517

    業務費用 4,789,038

      人件費 1,334,199

        職員給与費 1,145,704

        賞与等引当金繰入額 95,609

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 92,886

      物件費等 3,201,228

        物件費 1,734,256

        維持補修費 64,506

        減価償却費 1,397,960

        その他 4,506

      その他の業務費用 253,611

        支払利息 207,276

        徴収不能引当金繰入額 5,978

        その他 40,356

    移転費用 7,676,479

      補助金等 6,220,953

      社会保障給付 1,414,585

      その他 40,941

  経常収益 1,701,062

    使用料及び手数料 1,117,045

    その他 584,017

純経常行政コスト 10,764,455

  臨時損失 1,999

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,998

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1

  臨時利益 1,751

    資産売却益 -

    その他 1,751

純行政コスト 10,764,703



【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 55,283,614 71,438,986 -16,155,372 -

  純行政コスト（△） -10,764,703 -10,764,703 -

  財源 11,675,960 11,675,960 -

    税収等 8,832,278 8,832,278 -

    国県等補助金 2,843,683 2,843,683 -

  本年度差額 911,257 911,257 -

  固定資産等の変動（内部変動） -193,372 193,372

    有形固定資産等の増加 832,220 -832,220

    有形固定資産等の減少 -1,399,958 1,399,958

    貸付金・基金等の増加 555,938 -555,938

    貸付金・基金等の減少 -181,572 181,572

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 138,141 138,141

  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 688,926 - 688,926

  本年度純資産変動額 1,738,325 -55,231 1,793,555 -

本年度末純資産残高 57,021,939 71,383,755 -14,361,816 -

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 11,082,953

    業務費用支出 3,391,370

      人件費支出 1,326,670

      物件費等支出 1,822,368

      支払利息支出 207,276

      その他の支出 35,056

    移転費用支出 7,691,583

      補助金等支出 6,220,953

      社会保障給付支出 1,414,585

      その他の支出 56,045

  業務収入 12,536,744

    税収等収入 8,776,340

    国県等補助金収入 2,430,097

    使用料及び手数料収入 1,122,951

    その他の収入 207,356

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 203,821

業務活動収支 1,657,612

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,386,019

    公共施設等整備費支出 832,220

    基金積立金支出 553,183

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 616

    その他の支出 -

  投資活動収入 417,034

    国県等補助金収入 248,223

    基金取崩収入 119,903

    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 -968,985

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,239,695

    地方債等償還支出 1,239,695

    その他の支出 -

  財務活動収入 754,900

    地方債等発行収入 754,900

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 51,576

本年度歳計外現金増減額 2,064

本年度末歳計外現金残高 53,640

本年度末現金預金残高 2,082,633

財務活動収支 -484,795

本年度資金収支額 203,831

前年度末資金残高 1,825,162

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,028,994


