
【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 21,381,882   固定負債 9,606,833

    有形固定資産 19,375,458     地方債等 5,899,464

      事業用資産 7,912,752     長期未払金 205

        土地 2,111,774     退職手当引当金 581,441

        立木竹 832,287     損失補償等引当金 -

        建物 8,947,620     その他 3,125,723

        建物減価償却累計額 -4,535,964   流動負債 695,749

        工作物 2,055,059     １年内償還予定地方債等 582,081

        工作物減価償却累計額 -1,519,092     未払金 32,619

        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 74,336

        航空機 -     預り金 3,484

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,229

        その他 53,757 負債合計 10,302,582

        その他減価償却累計額 -33,071 【純資産の部】

        建設仮勘定 383   固定資産等形成分 22,382,039

      インフラ資産 11,254,239   余剰分（不足分） -9,512,104

        土地 542,874   他団体出資等分 -337

        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 574,223

      物品減価償却累計額 -365,757

    無形固定資産 56,667

      ソフトウェア 33,200

      その他 23,467

    投資その他の資産 1,949,758

      投資及び出資金 25,810

        有価証券 13,000

        出資金 12,810

        その他 -

      長期延滞債権 58,659

      長期貸付金 -

      基金 1,849,380

        減債基金 1,817

        その他 1,847,563

      その他 19,958

      徴収不能引当金 -4,049

  流動資産 1,790,299

    現金預金 726,126

    未収金 32,331

    短期貸付金 -

    基金 1,000,157

      財政調整基金 851,049

      減債基金 149,108

    棚卸資産 211

    その他 33,572

    徴収不能引当金 -2,099

  繰延資産 - 純資産合計 12,869,599

資産合計 23,172,180 負債及び純資産合計 23,172,180

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 4,979,925

    業務費用 2,905,329

      人件費 992,095

        職員給与費 681,594

        賞与等引当金繰入額 75,387

        退職手当引当金繰入額 49,308

        その他 185,807

      物件費等 1,748,995

        物件費 893,552

        維持補修費 122,922

        減価償却費 722,355

        その他 10,166

      その他の業務費用 164,238

        支払利息 106,742

        徴収不能引当金繰入額 -226

        その他 57,722

    移転費用 2,074,596

      補助金等 293,407

      社会保障給付 1,767,669

      その他 13,521

  経常収益 481,111

    使用料及び手数料 366,814

    その他 114,297

純経常行政コスト 4,498,813

  臨時損失 15,890

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 15,833

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 57

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,514,703



【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 12,797,589 22,528,486 -9,730,897 -

  純行政コスト（△） -4,514,703 -4,514,703 -

  財源 4,568,113 4,568,450 -337

    税収等 3,195,288 3,195,625 -337

    国県等補助金 1,372,825 1,372,825 -

  本年度差額 53,410 53,747 -337

  固定資産等の変動（内部変動） -140,109 140,109

    有形固定資産等の増加 467,985 -467,985

    有形固定資産等の減少 -701,491 701,491

    貸付金・基金等の増加 216,267 -216,267

    貸付金・基金等の減少 -122,870 122,870

  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 5,356 1,061 4,295 -

  その他 -730 -21,374 20,643

  本年度純資産変動額 72,009 -146,447 218,793 -337

本年度末純資産残高 12,869,599 22,382,039 -9,512,104 -337

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 4,255,886

    業務費用支出 2,128,430

      人件費支出 920,667

      物件費等支出 1,035,885

      支払利息支出 106,742

      その他の支出 65,137

    移転費用支出 2,127,455

      補助金等支出 293,548

      社会保障給付支出 1,767,669

      その他の支出 66,239

  業務収入 5,001,665

    税収等収入 3,097,686

    国県等補助金収入 1,354,155

    使用料及び手数料収入 389,625

    その他の収入 160,199

  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 745,770

【投資活動収支】

  投資活動支出 679,867

    公共施設等整備費支出 460,825

    基金積立金支出 219,040

    投資及び出資金支出 2

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,281

    国県等補助金収入 18,670

    基金取崩収入 122,396

    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 -526,586

【財務活動収支】

  財務活動支出 564,399

    地方債等償還支出 564,399

    その他の支出 -

  財務活動収入 414,067

    地方債等発行収入 414,067

    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 -225

本年度末歳計外現金残高 3,829

本年度末現金預金残高 726,126

財務活動収支 -150,332

本年度資金収支額 68,852

前年度末資金残高 653,445

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 722,297


