
【様式第1号】

≪全体会計≫ （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 63,065,459   固定負債 31,604,909

    有形固定資産 49,731,328     地方債等 23,628,303

      事業用資産 28,010,318     長期未払金 -

        土地 11,387,597     退職手当引当金 3,196,909

        立木竹 -     損失補償等引当金 28,297

        建物 34,436,637     その他 4,751,400

        建物減価償却累計額 -18,463,079   流動負債 2,552,940

        工作物 917,172     １年内償還予定地方債等 2,108,260

        工作物減価償却累計額 -851,399     未払金 103,222

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 219,237

        航空機 -     預り金 68,252

        航空機減価償却累計額 -     その他 53,965

        その他 23,851 負債合計 34,157,849

        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 65,825,345

      インフラ資産 21,235,066   余剰分（不足分） -30,586,099

        土地 2,455,311   他団体出資等分 -

        建物 533,242

        建物減価償却累計額 -194,453

        工作物 36,256,345

        工作物減価償却累計額 -18,952,801

        その他 2,022,966

        その他減価償却累計額 -1,104,639

        建設仮勘定 219,095

      物品 1,834,085

      物品減価償却累計額 -1,348,141

    無形固定資産 21,012

      ソフトウェア 21,012

      その他 -

    投資その他の資産 13,313,119

      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 509,825

      長期貸付金 183,508

      基金 12,581,091

        減債基金 3,996,865

        その他 8,584,225

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,056

  流動資産 6,331,636

    現金預金 3,331,401

    未収金 183,135

    短期貸付金 10,962

    基金 2,748,924

      財政調整基金 2,748,924

      減債基金 -

    棚卸資産 46,917

    その他 14,216

    徴収不能引当金 -3,919

  繰延資産 - 純資産合計 35,239,246

資産合計 69,397,095 負債及び純資産合計 69,397,095

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

≪全体会計≫ （単位：千円）

    資産売却益 59,292

    その他 3

純行政コスト 23,620,400

    損失補償等引当金繰入額 28,297

    その他 639,045

  臨時利益 59,295

  臨時損失 723,967

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 56,625

    使用料及び手数料 694,118

    その他 546,093

純経常行政コスト 22,955,728

      社会保障給付 2,294,293

      その他 1,337,330

  経常収益 1,240,211

        その他 146,704

    移転費用 14,133,845

      補助金等 10,502,223

      その他の業務費用 438,527

        支払利息 283,055

        徴収不能引当金繰入額 8,768

        維持補修費 318,286

        減価償却費 1,719,581

        その他 8,761

        その他 230,287

      物件費等 6,244,511

        物件費 4,197,882

        職員給与費 2,847,355

        賞与等引当金繰入額 217,282

        退職手当引当金繰入額 84,132

  経常費用 24,195,938

    業務費用 10,062,093

      人件費 3,379,056

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】

≪全体会計≫ （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 35,263,547 65,859,638 -30,596,090 -

  純行政コスト（△） -23,620,400 -23,620,400 -

  財源 23,637,498 23,637,498 -

    税収等 18,315,104 18,315,104 -

    国県等補助金 5,322,394 5,322,394 -

  本年度差額 17,098 17,098 -

  固定資産等の変動（内部変動） 5,017 -5,017

    有形固定資産等の増加 1,843,180 -1,843,180

    有形固定資産等の減少 -2,124,011 2,124,011

    貸付金・基金等の増加 573,178 -573,178

    貸付金・基金等の減少 -287,329 287,329

  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 - - - -

  その他 -142,700 -140,610 -2,089

  本年度純資産変動額 -24,301 -34,292 9,991 -

本年度末純資産残高 35,239,246 65,825,345 -30,586,099 -

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】

≪全体会計≫ （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 54,306

本年度歳計外現金増減額 13,946

本年度末歳計外現金残高 68,252

本年度末現金預金残高 3,331,401

財務活動収支 -614,212

本年度資金収支額 -23,840

前年度末資金残高 3,286,989

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,263,149

    地方債等償還支出 2,123,069

    その他の支出 50,408

  財務活動収入 1,559,265

    地方債等発行収入 1,559,265

    その他の収入 -

    資産売却収入 96,486

    その他の収入 28,965

投資活動収支 -1,337,342

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,173,477

    その他の支出 -

  投資活動収入 554,163

    国県等補助金収入 244,292

    基金取崩収入 164,196

    貸付金元金回収収入 20,224

  投資活動支出 1,891,505

    公共施設等整備費支出 1,436,456

    基金積立金支出 377,687

    投資及び出資金支出 3,000

    貸付金支出 74,362

    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 1,927,714

【投資活動収支】

    税収等収入 18,136,540

    国県等補助金収入 4,654,159

    使用料及び手数料収入 689,969

    その他の収入 548,488

  臨時支出 27

    移転費用支出 14,133,845

      補助金等支出 10,502,223

      社会保障給付支出 2,294,293

      その他の支出 1,337,330

  業務収入 24,029,155

    業務費用支出 8,396,216

      人件費支出 3,285,124

      物件費等支出 4,517,161

      支払利息支出 283,055

      その他の支出 310,876

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 22,530,062


