
【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 19,505,027   固定負債 9,289,623

    有形固定資産 17,697,384     地方債等 5,695,256

      事業用資産 6,272,907     長期未払金 11

        土地 1,764,053     退職手当引当金 545,921

        立木竹 832,287     損失補償等引当金 -

        建物 6,745,381     その他 3,048,435

        建物減価償却累計額 -3,358,745   流動負債 651,906

        工作物 824,151     １年内償還予定地方債等 545,572

        工作物減価償却累計額 -534,219     未払金 32,450

        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 67,538

        航空機 -     預り金 3,364

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,982

        その他 - 負債合計 9,941,529

        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 20,459,900

      インフラ資産 11,254,239   余剰分（不足分） -9,237,354

        土地 542,874   他団体出資等分 -

        建物 247,110

        建物減価償却累計額 -19,437

        工作物 16,682,399

        工作物減価償却累計額 -6,537,645

        その他 843,244

        その他減価償却累計額 -548,261

        建設仮勘定 43,956

      物品 470,106

      物品減価償却累計額 -299,868

    無形固定資産 55,496

      ソフトウェア 32,030

      その他 23,467

    投資その他の資産 1,752,147

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      長期延滞債権 58,659

      長期貸付金 -

      基金 1,637,010

        減債基金 -

        その他 1,637,010

      その他 19,000

      徴収不能引当金 -4,049

  流動資産 1,659,048

    現金預金 664,730

    未収金 32,176

    短期貸付金 -

    基金 954,873

      財政調整基金 805,765

      減債基金 149,108

    棚卸資産 211

    その他 9,152

    徴収不能引当金 -2,094

  繰延資産 - 純資産合計 11,222,546

資産合計 21,164,075 負債及び純資産合計 21,164,075

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 5,281,367

    業務費用 2,420,487

      人件費 746,288

        職員給与費 523,428

        賞与等引当金繰入額 67,538

        退職手当引当金繰入額 -7,330

        その他 162,652

      物件費等 1,538,516

        物件費 770,626

        維持補修費 111,330

        減価償却費 653,429

        その他 3,131

      その他の業務費用 135,683

        支払利息 103,565

        徴収不能引当金繰入額 -200

        その他 32,318

    移転費用 2,860,880

      補助金等 701,672

      社会保障給付 2,154,879

      その他 4,329

  経常収益 417,453

    使用料及び手数料 330,785

    その他 86,668

純経常行政コスト 4,863,914

  臨時損失 7,310

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,301

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,871,223



【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 11,164,028 20,629,869 -9,465,842 -

  純行政コスト（△） -4,871,223 -4,871,223 -

  財源 4,915,767 4,915,767 -

    税収等 3,871,483 3,871,483 -

    国県等補助金 1,044,284 1,044,284 -

  本年度差額 44,544 44,544 -

  固定資産等の変動（内部変動） -183,943 183,943

    有形固定資産等の増加 396,211 -396,211

    有形固定資産等の減少 -662,632 662,632

    貸付金・基金等の増加 185,289 -185,289

    貸付金・基金等の減少 -102,811 102,811

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 13,974 13,974

  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 - - -

  本年度純資産変動額 58,518 -169,969 228,487 -

本年度末純資産残高 11,222,546 20,459,900 -9,237,354 -

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 4,629,800

    業務費用支出 1,768,825

      人件費支出 731,222

      物件費等支出 893,819

      支払利息支出 103,565

      その他の支出 40,220

    移転費用支出 2,860,975

      補助金等支出 701,767

      社会保障給付支出 2,154,879

      その他の支出 4,329

  業務収入 5,304,608

    税収等収入 3,811,172

    国県等補助金収入 1,044,284

    使用料及び手数料収入 353,546

    その他の収入 95,606

  臨時支出 9

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 9

  臨時収入 -

業務活動収支 674,799

【投資活動収支】

  投資活動支出 559,394

    公共施設等整備費支出 374,105

    基金積立金支出 185,289

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 110,399

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 98,184

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,903

    その他の収入 10,312

投資活動収支 -448,995

【財務活動収支】

  財務活動支出 526,602

    地方債等償還支出 526,602

    その他の支出 -

  財務活動収入 365,463

    地方債等発行収入 365,463

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 4,054

本年度歳計外現金増減額 -690

本年度末歳計外現金残高 3,364

本年度末現金預金残高 664,730

財務活動収支 -161,139

本年度資金収支額 64,664

前年度末資金残高 596,701

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 661,366


