
【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 59,460,441   固定負債 16,730,441

    有形固定資産 52,924,919     地方債等 13,816,392

      事業用資産 22,867,007     長期未払金 -

        土地 13,003,369     退職手当引当金 2,373,358

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,561,070     その他 540,692

        建物減価償却累計額 -15,206,319   流動負債 2,231,183

        工作物 1,235,316     １年内償還予定地方債等 1,554,776

        工作物減価償却累計額 -794,143     未払金 81,661

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,295

        浮標等 -     前受収益 288

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 189,355

        航空機 -     預り金 336,203

        航空機減価償却累計額 -     その他 44,605

        その他 - 負債合計 18,961,624

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,714   固定資産等形成分 65,925,016

      インフラ資産 29,408,406   余剰分（不足分） -15,234,191

        土地 13,146,258   他団体出資等分 -

        建物 3,368,372

        建物減価償却累計額 -2,004,402

        工作物 47,385,742

        工作物減価償却累計額 -32,619,726

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 132,160

      物品 4,417,775

      物品減価償却累計額 -3,768,269

    無形固定資産 168,615

      ソフトウェア 40,944

      その他 127,671

    投資その他の資産 6,366,906

      投資及び出資金 224,315

        有価証券 200,469

        出資金 23,846

        その他 -

      長期延滞債権 415,198

      長期貸付金 993,157

      基金 4,756,448

        減債基金 -

        その他 4,756,448

      その他 650

      徴収不能引当金 -22,861

  流動資産 10,192,008

    現金預金 3,229,446

    未収金 283,469

    短期貸付金 11,210

    基金 6,453,365

      財政調整基金 6,317,841

      減債基金 135,525

    棚卸資産 208,400

    その他 14,537

    徴収不能引当金 -8,419

  繰延資産 - 純資産合計 50,690,825

資産合計 69,652,449 負債及び純資産合計 69,652,449

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 26,227,015

    業務費用 8,599,796

      人件費 3,126,724

        職員給与費 2,128,055

        賞与等引当金繰入額 165,490

        退職手当引当金繰入額 249,738

        その他 583,442

      物件費等 5,088,588

        物件費 2,723,921

        維持補修費 983,071

        減価償却費 1,350,802

        その他 30,794

      その他の業務費用 384,484

        支払利息 133,719

        徴収不能引当金繰入額 12,114

        その他 238,651

    移転費用 17,627,218

      補助金等 8,005,299

      社会保障給付 8,626,088

      その他 15,832

  経常収益 1,602,214

      他会計への繰出金 980,000

    使用料及び手数料 1,012,637

    その他 589,577

純経常行政コスト 24,624,800

  臨時損失 157,409

    災害復旧事業費 45,174

    資産除売却損 111,715

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 519

  臨時利益 1,870

    資産売却益 1,327

    その他 544

純行政コスト 24,780,339



【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 50,235,639 65,817,045 -15,581,406 -

  純行政コスト（△） -24,780,339 -24,780,339 -

  財源 25,152,470 25,152,470 -

    税収等 18,071,637 18,071,637 -

    国県等補助金 7,080,833 7,080,833 -

  本年度差額 372,132 372,132 -

  固定資産等の変動（内部変動） -429,336 429,336

    有形固定資産等の増加 606,904 -606,904

    有形固定資産等の減少 -1,371,594 1,371,594

    貸付金・基金等の増加 1,485,601 -1,485,601

    貸付金・基金等の減少 -1,150,247 1,150,247

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 199,804 199,804

  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 0 -69,256 69,256 -

  その他 -116,749 406,760 -523,509

  本年度純資産変動額 455,186 107,971 347,214 -

本年度末純資産残高 50,690,825 65,925,016 -15,234,191 -

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 24,677,704

    業務費用支出 6,849,163

      人件費支出 2,728,738

      物件費等支出 3,755,860

      支払利息支出 133,719

      その他の支出 230,846

    移転費用支出 17,828,541

      補助金等支出 8,005,299

      社会保障給付支出 8,626,088

      その他の支出 217,155

  業務収入 26,010,678

    税収等収入 17,884,461

    国県等補助金収入 6,675,098

    使用料及び手数料収入 1,006,461

    その他の収入 444,658

  臨時支出 45,174

    災害復旧事業費支出 45,174

    その他の支出 -

  臨時収入 20,601

業務活動収支 1,308,400

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,717,091

    公共施設等整備費支出 701,485

    基金積立金支出 1,015,543

    投資及び出資金支出 63

    貸付金支出 1,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,345,677

    国県等補助金収入 499,242

    基金取崩収入 896,212

    貸付金元金回収収入 10,534

    資産売却収入 1,348

    その他の収入 -61,658

投資活動収支 -1,371,414

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,546,611

    地方債等償還支出 1,546,339

    その他の支出 273

  財務活動収入 1,806,457

    地方債等発行収入 1,709,646

    その他の収入 96,810

前年度末歳計外現金残高 277,884

本年度歳計外現金増減額 3,283

本年度末歳計外現金残高 281,167

本年度末現金預金残高 3,229,446

財務活動収支 259,846

本年度資金収支額 196,831

前年度末資金残高 2,751,448

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 2,948,279


