
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,530,969   固定負債 4,057,274

    有形固定資産 7,974,484     地方債等 3,514,422

      事業用資産 3,711,080     長期未払金 -

        土地 956,341     退職手当引当金 482,206

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,046,026     その他 60,646

        建物減価償却累計額 △ 5,617,827   流動負債 559,564

        工作物 835,060     １年内償還予定地方債等 434,904

        工作物減価償却累計額 △ 509,890     未払金 8,326

        船舶 -     未払費用 7,734

        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 34,427

        航空機 -     預り金 14,239

        航空機減価償却累計額 -     その他 59,934

        その他 - 負債合計 4,616,838

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,370   固定資産等形成分 11,077,920

      インフラ資産 4,078,662   余剰分（不足分） △ 4,173,348

        土地 34,339   他団体出資等分 7,572

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 -

        工作物 8,149,809

        工作物減価償却累計額 △ 4,169,416

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,291

      物品 857,433

      物品減価償却累計額 △ 672,690

    無形固定資産 135

      ソフトウェア 135

      その他 -

    投資その他の資産 1,556,349

      投資及び出資金 45,038

        有価証券 722

        出資金 44,316

        その他 -

      長期延滞債権 26,164

      長期貸付金 39,191

      基金 1,445,950

        減債基金 -

        その他 1,445,950

      その他 7

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,998,013

    現金預金 368,621

    未収金 72,734

    短期貸付金 4,425

    基金 1,542,526

      財政調整基金 1,219,716

      減債基金 322,811

    棚卸資産 4,279

    その他 5,428

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 6,912,143

資産合計 11,528,981 負債及び純資産合計 11,528,981

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 金額

  経常費用 3,990,126

    業務費用 2,240,162

      人件費 786,614

        職員給与費 512,160

        賞与等引当金繰入額 34,427

        退職手当引当金繰入額 92,837

        その他 147,189

      物件費等 1,356,898

        物件費 734,209

        維持補修費 152,914

        減価償却費 391,300

        その他 78,474

      その他の業務費用 96,650

        支払利息 28,274

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 68,376

    移転費用 1,749,964

      補助金等 1,686,376

      社会保障給付 58,341

      その他 5,247

  経常収益 376,499

    使用料及び手数料 89,399

    その他 287,101

純経常行政コスト 3,613,626

  臨時損失 2,473

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,473

  臨時利益 5,447

    資産売却益 5,447

    その他 -

純行政コスト 3,610,652



【様式第3号】

（単位：千円）

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 6,534,774 10,595,181 △ 4,067,769 7,361

  純行政コスト（△） △ 3,610,652 △ 3,609,111 △ 1,541

  財源 4,000,917 3,999,165 1,753

    税収等 2,652,553 2,652,553 -

    国県等補助金 1,348,365 1,346,612 1,753

  本年度差額 390,265 390,054 211

  固定資産等の変動（内部変動） 495,634 △ 495,634

    有形固定資産等の増加 766,653 △ 766,653

    有形固定資産等の減少 △ 391,300 391,300

    貸付金・基金等の増加 270,530 △ 270,530

    貸付金・基金等の減少 △ 150,249 150,249

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4 4

  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 △ 12,900 △ 12,900 -

  本年度純資産変動額 377,370 482,738 △ 105,580 211

本年度末純資産残高 6,912,143 11,077,920 △ 4,173,348 7,572

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

科目 合計



【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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,592,540

    業務費用支出 1,842,576

      人件費支出 781,870

      物件費等支出 980,755

      支払利息支出 28,274

      その他の支出 51,677

    移転費用支出 1,749,964

      補助金等支出 1,686,376

      社会保障給付支出 58,341

      その他の支出 5,247

  業務収入 4,175,900

    税収等収入 2,652,744

    国県等補助金収入 1,198,122

    使用料及び手数料収入 89,499

    その他の収入 235,535

  臨時支出 -

    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 583,360

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,007,052

    公共施設等整備費支出 766,653

    基金積立金支出 219,879

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,520

    その他の支出 -

  投資活動収入 331,834

    国県等補助金収入 209,768

    基金取崩収入 97,010

    貸付金元金回収収入 19,609

    資産売却収入 5,447

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 675,218

【財務活動収支】

  財務活動支出 476,140

    地方債等償還支出 416,206

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 568,135

    地方債等発行収入 568,135

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 13,362

本年度歳計外現金増減額 707

本年度末歳計外現金残高 14,069

本年度末現金預金残高 368,621

財務活動収支 91,995

本年度資金収支額 137

前年度末資金残高 354,415

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 354,552


