
【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 90,082,366   固定負債 25,915,431

    有形固定資産 87,934,510     地方債等 22,082,823

      事業用資産 21,420,043     長期未払金 -

        土地 8,211,108     退職手当引当金 3,506,864

        立木竹 -     損失補償等引当金 7,330

        建物 35,023,064     その他 318,414

        建物減価償却累計額 -22,243,703   流動負債 3,496,872

        工作物 2,342,852     １年内償還予定地方債等 3,194,336

        工作物減価償却累計額 -2,005,457     未払金 60,271

        船舶 -     未払費用 1,400

        船舶減価償却累計額 -     前受金 760

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 190,348

        航空機 -     預り金 28,560

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,197

        その他 79,331 負債合計 29,412,303

        その他減価償却累計額 -27,561 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,409   固定資産等形成分 92,807,240

      インフラ資産 65,641,691   余剰分（不足分） -28,090,090

        土地 3,661,760   他団体出資等分 235,108

        建物 9,991,142

        建物減価償却累計額 -5,121,950

        工作物 168,658,512

        工作物減価償却累計額 -111,723,423

        その他 1,477

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 174,173

      物品 2,434,555

      物品減価償却累計額 -1,561,779

    無形固定資産 99,949

      ソフトウェア 94,681

      その他 5,268

    投資その他の資産 2,047,907

      投資及び出資金 58,863

        有価証券 -

        出資金 58,863

        その他 -

      長期延滞債権 168,601

      長期貸付金 49,277

      基金 1,776,827

        減債基金 -

        その他 1,776,827

      その他 4,876

      徴収不能引当金 -10,536

  流動資産 4,282,195

    現金預金 1,291,155

    未収金 190,678

    短期貸付金 35,016

    基金 2,689,858

      財政調整基金 2,474,343

      減債基金 215,514

    棚卸資産 69,023

    その他 11,918

    徴収不能引当金 -5,452

  繰延資産 - 純資産合計 64,952,258

資産合計 94,364,561 負債及び純資産合計 94,364,561

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 25,526,388

    業務費用 13,466,083

      人件費 4,408,770

        職員給与費 3,404,254

        賞与等引当金繰入額 190,498

        退職手当引当金繰入額 557,834

        その他 256,184

      物件費等 8,459,423

        物件費 3,860,313

        維持補修費 494,926

        減価償却費 4,091,053

        その他 13,131

      その他の業務費用 597,890

        支払利息 330,697

        徴収不能引当金繰入額 7,340

        その他 259,854

    移転費用 12,060,305

      補助金等 10,591,823

      社会保障給付 1,133,009

      その他 134,781

  経常収益 2,784,621

    使用料及び手数料 982,573

    その他 1,802,048

純経常行政コスト 22,741,768

  臨時損失 251,779

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 213,187

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 38,592

  臨時利益 19,863

    資産売却益 9,140

    その他 10,722

純行政コスト 22,973,684



【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 66,336,251 95,600,093 -29,498,961 235,119

  純行政コスト（△） -22,973,684 -22,952,686 -20,998

  財源 20,360,450 20,339,462 20,988

    税収等 14,675,024 14,675,024 -

    国県等補助金 5,685,426 5,664,438 20,988

  本年度差額 -2,613,234 -2,613,224 -11

  固定資産等の変動（内部変動） -4,033,806 4,033,806

    有形固定資産等の増加 691,522 -691,522

    有形固定資産等の減少 -4,308,019 4,308,019

    貸付金・基金等の増加 578,753 -578,753

    貸付金・基金等の減少 -996,062 996,062

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,229,241 1,229,241

  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 0 0 -

  その他 - 11,711 -11,711

  本年度純資産変動額 -1,383,993 -2,792,853 1,408,871 -11

本年度末純資産残高 64,952,258 92,807,240 -28,090,090 235,108

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 21,304,983

    業務費用支出 8,993,705

      人件費支出 3,881,958

      物件費等支出 4,529,680

      支払利息支出 330,697

      その他の支出 251,371

    移転費用支出 12,311,277

      補助金等支出 10,591,845

      社会保障給付支出 1,133,009

      その他の支出 385,731

  業務収入 22,312,964

    税収等収入 14,573,774

    国県等補助金収入 4,953,451

    使用料及び手数料収入 996,564

    その他の収入 1,789,176

  臨時支出 40,342

    災害復旧事業費支出 23,396

    その他の支出 16,946

  臨時収入 656,863

業務活動収支 1,624,502

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,275,930

    公共施設等整備費支出 697,166

    基金積立金支出 565,282

    投資及び出資金支出 11

    貸付金支出 11,520

    その他の支出 1,951

  投資活動収入 1,139,761

    国県等補助金収入 89,598

    基金取崩収入 953,913

    貸付金元金回収収入 41,152

    資産売却収入 38,637

    その他の収入 16,462

投資活動収支 -136,169

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,969,526

    地方債等償還支出 2,954,981

    その他の支出 14,545

  財務活動収入 1,458,339

    地方債等発行収入 1,458,339

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 26,151

本年度歳計外現金増減額 -2,917

本年度末歳計外現金残高 23,234

本年度末現金預金残高 1,291,155

財務活動収支 -1,511,187

本年度資金収支額 -22,853

前年度末資金残高 1,290,775

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 1,267,921


