
【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 45,456,234   固定負債 10,745,966

    有形固定資産 37,949,452     地方債等 7,839,489

      事業用資産 14,153,090     長期未払金 194,655

        土地 6,377,210     退職手当引当金 2,197,268

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 21,138,974     その他 514,554

        建物減価償却累計額 -13,689,991   流動負債 1,935,500

        工作物 1,058,705     １年内償還予定地方債等 1,629,575

        工作物減価償却累計額 -732,091     未払金 73,157

        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 157,642

        航空機 -     預り金 74,814

        航空機減価償却累計額 -     その他 311

        その他 3,669 負債合計 12,681,466

        その他減価償却累計額 -3,387 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 47,697,077

      インフラ資産 23,253,587   余剰分（不足分） -11,710,992

        土地 572,532   他団体出資等分 -574

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -94,552

        工作物 40,519,234

        工作物減価償却累計額 -17,858,962

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,943,783

      物品減価償却累計額 -1,401,008

    無形固定資産 960

      ソフトウェア -

      その他 960

    投資その他の資産 7,505,822

      投資及び出資金 24,441

        有価証券 -

        出資金 24,441

        その他 -

      長期延滞債権 183,732

      長期貸付金 425,128

      基金 6,777,370

        減債基金 656,428

        その他 6,120,942

      その他 103,386

      徴収不能引当金 -8,236

  流動資産 3,210,744

    現金預金 679,725

    未収金 252,289

    短期貸付金 841

    基金 2,240,003

      財政調整基金 2,239,619

      減債基金 384

    棚卸資産 10,182

    その他 30,415

    徴収不能引当金 -2,711

  繰延資産 - 純資産合計 35,985,512

資産合計 48,666,978 負債及び純資産合計 48,666,978

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 14,165

    その他 6

純行政コスト 9,516,581

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 23,285

  臨時利益 14,171

  臨時損失 23,285

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,970,586

    その他 188,990

純経常行政コスト 9,507,467

      社会保障給付 1,664,690

      その他 30,733

  経常収益 2,159,576

        その他 122,984

    移転費用 5,364,225

      補助金等 3,668,802

      その他の業務費用 201,083

        支払利息 77,250

        徴収不能引当金繰入額 849

        維持補修費 70,673

        減価償却費 1,490,985

        その他 4,970

        その他 435,597

      物件費等 3,673,663

        物件費 2,107,035

        職員給与費 1,924,106

        賞与等引当金繰入額 157,642

        退職手当引当金繰入額 -89,274

  経常費用 11,667,043

    業務費用 6,302,817

      人件費 2,428,071

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 35,410,196 47,934,390 -12,524,195 -

  純行政コスト（△） -9,516,581 -9,516,581 -

  財源 10,091,893 10,092,467 -574

    税収等 7,660,930 7,661,504 -574

    国県等補助金 2,430,963 2,430,963 -

  本年度差額 575,312 575,886 -574

  固定資産等の変動（内部変動） -237,280 237,280

    有形固定資産等の増加 2,010,941 -2,010,941

    有形固定資産等の減少 -2,226,454 2,226,454

    貸付金・基金等の増加 308,684 -308,684

    貸付金・基金等の減少 -330,451 330,451

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 4 0 4 -

  その他 - -33 33

  本年度純資産変動額 575,316 -237,313 813,203 -574

本年度末純資産残高 35,985,512 47,697,077 -11,710,992 -574

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 74,610

本年度歳計外現金増減額 -5,980

本年度末歳計外現金残高 68,630

本年度末現金預金残高 679,725

財務活動収支 -1,250,722

本年度資金収支額 -376,710

前年度末資金残高 987,805

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 611,095

    地方債等償還支出 1,807,958

    その他の支出 322,583

  財務活動収入 879,819

    地方債等発行収入 605,398

    その他の収入 274,422

    資産売却収入 14,307

    その他の収入 87,881

投資活動収支 -701,062

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,130,541

    その他の支出 15

  投資活動収入 795,406

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 367,617

    貸付金元金回収収入 325,601

  投資活動支出 1,496,468

    公共施設等整備費支出 630,035

    基金積立金支出 591,997

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 274,422

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 23,285

  臨時収入 6

業務活動収支 1,575,074

【投資活動収支】

    税収等収入 7,569,449

    国県等補助金収入 2,430,963

    使用料及び手数料収入 2,043,564

    その他の収入 156,713

  臨時支出 23,285

    移転費用支出 5,270,848

      補助金等支出 3,574,850

      社会保障給付支出 1,664,690

      その他の支出 31,307

  業務収入 12,200,688

    業務費用支出 5,331,488

      人件費支出 2,643,279

      物件費等支出 2,506,489

      支払利息支出 77,250

      その他の支出 104,469

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 10,602,336


