
【様式第1号】

≪連結会計≫ （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 67,388,915   固定負債 33,826,642

    有形固定資産 53,430,994     地方債等 24,721,305

      事業用資産 29,373,982     長期未払金 -

        土地 11,757,574     退職手当引当金 3,713,707

        立木竹 -     損失補償等引当金 28,297

        建物 36,754,896     その他 5,363,333

        建物減価償却累計額 -19,790,154   流動負債 2,749,673

        工作物 920,302     １年内償還予定地方債等 2,206,897

        工作物減価償却累計額 -852,026     未払金 122,834

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 75

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 261,643

        航空機 -     預り金 70,829

        航空機減価償却累計額 -     その他 87,394

        その他 23,851 負債合計 36,576,315

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 559,539   固定資産等形成分 70,229,005

      インフラ資産 23,019,844   余剰分（不足分） -32,215,967

        土地 2,579,898   他団体出資等分 -

        建物 610,085

        建物減価償却累計額 -232,938

        工作物 39,078,562

        工作物減価償却累計額 -20,254,067

        その他 2,352,563

        その他減価償却累計額 -1,334,886

        建設仮勘定 220,626

      物品 3,756,404

      物品減価償却累計額 -2,719,236

    無形固定資産 23,264

      ソフトウェア 23,032

      その他 232

    投資その他の資産 13,934,656

      投資及び出資金 77,751

        有価証券 -

        出資金 77,751

        その他 -

      長期延滞債権 510,830

      長期貸付金 183,508

      基金 13,201,623

        減債基金 3,996,865

        その他 9,204,757

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,056

  流動資産 7,200,440

    現金預金 3,991,532

    未収金 204,982

    短期貸付金 10,962

    基金 2,829,129

      財政調整基金 2,829,129

      減債基金 -

    棚卸資産 150,279

    その他 17,486

    徴収不能引当金 -3,929

  繰延資産 - 純資産合計 38,013,039

資産合計 74,589,354 負債及び純資産合計 74,589,354

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

≪連結会計≫ （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 28,483,474

    業務費用 11,393,937

      人件費 3,993,809

        職員給与費 3,430,129

        賞与等引当金繰入額 258,089

        退職手当引当金繰入額 60,853

        その他 244,737

      物件費等 6,940,593

        物件費 4,598,547

        維持補修費 421,722

        減価償却費 1,908,636

        その他 11,688

      その他の業務費用 459,535

        支払利息 308,207

        徴収不能引当金繰入額 8,916

        その他 142,412

    移転費用 17,089,537

      補助金等 13,454,645

      社会保障給付 2,297,195

      その他 1,337,697

  経常収益 2,046,752

    使用料及び手数料 975,619

    その他 1,071,133

純経常行政コスト 26,436,722

  臨時損失 723,990

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 56,625

    損失補償等引当金繰入額 28,297

    その他 639,067

  臨時利益 59,354

    資産売却益 59,350

    その他 4

純行政コスト 27,101,358



【様式第3号】

≪連結会計≫ （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 39,949,851 82,051,481 -42,101,630 -

  純行政コスト（△） -27,101,358 -27,101,358 -

  財源 27,208,918 27,208,918 -

    税収等 19,873,268 19,873,268 -

    国県等補助金 7,335,650 7,335,650 -

  本年度差額 107,560 107,560 -

  固定資産等の変動（内部変動） -50,382 50,382

    有形固定資産等の増加 1,911,043 -1,911,043

    有形固定資産等の減少 -2,300,812 2,300,812

    貸付金・基金等の増加 630,740 -630,740

    貸付金・基金等の減少 -291,353 291,353

  資産評価差額 31,340 31,340

  無償所管換等 69,962 69,962

  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 96,935 194,220 -97,286 -

  その他 -2,242,608 -12,067,615 9,825,006

  本年度純資産変動額 -1,936,812 -11,822,476 9,885,663 -

本年度末純資産残高 38,013,039 70,229,005 -32,215,967 -

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】

≪連結会計≫ （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 26,664,530

    業務費用支出 9,574,971

      人件費支出 3,918,851

      物件費等支出 5,040,953

      支払利息支出 308,207

      その他の支出 306,960

    移転費用支出 17,089,559

      補助金等支出 13,454,645

      社会保障給付支出 2,297,195

      その他の支出 1,337,719

  業務収入 28,364,594

    税収等収入 19,672,386

    国県等補助金収入 6,664,130

    使用料及び手数料収入 968,952

    その他の収入 1,059,126

  臨時支出 27

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 27

  臨時収入 428,647

業務活動収支 2,128,685

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,966,461

    公共施設等整備費支出 1,479,313

    基金積立金支出 409,786

    投資及び出資金支出 3,000

    貸付金支出 74,362

    その他の支出 -

  投資活動収入 576,545

    国県等補助金収入 247,577

    基金取崩収入 168,218

    貸付金元金回収収入 20,224

    資産売却収入 110,445

    その他の収入 30,081

投資活動収支 -1,389,916

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,281,358

    地方債等償還支出 2,226,935

    その他の支出 54,423

  財務活動収入 1,589,657

    地方債等発行収入 1,589,657

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 54,306

本年度歳計外現金増減額 14,910

本年度末歳計外現金残高 69,217

本年度末現金預金残高 3,991,532

財務活動収支 -691,701

本年度資金収支額 47,067

前年度末資金残高 5,438,758

比例連結割合変更に伴う差額 -1,563,510

本年度末資金残高 3,922,315


