
【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 58,289,285   固定負債 26,175,764

    有形固定資産 55,744,685     地方債等 22,513,632

      事業用資産 22,158,078     長期未払金 -

        土地 9,696,369     退職手当引当金 2,468,737

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 31,571,011     その他 1,193,394

        建物減価償却累計額 -20,091,990   流動負債 3,104,843

        工作物 2,140,680     １年内償還予定地方債等 2,554,395

        工作物減価償却累計額 -1,704,096     未払金 54,578

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,071     前受金 67

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 226,467

        航空機 -     預り金 33,270

        航空機減価償却累計額 -     その他 236,065

        その他 - 負債合計 29,280,606

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 545,390   固定資産等形成分 61,865,212

      インフラ資産 32,787,761   余剰分（不足分） -27,514,014

        土地 3,480,688   他団体出資等分 -

        建物 6,389,447

        建物減価償却累計額 -1,475,760

        工作物 50,652,678

        工作物減価償却累計額 -26,617,526

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 358,234

      物品 4,772,296

      物品減価償却累計額 -3,973,450

    無形固定資産 12,494

      ソフトウェア 12,494

      その他 -

    投資その他の資産 2,532,107

      投資及び出資金 78,774

        有価証券 4,743

        出資金 74,031

        その他 -

      長期延滞債権 971,606

      長期貸付金 9,498

      基金 1,468,137

        減債基金 38,915

        その他 1,429,222

      その他 31,027

      徴収不能引当金 -26,935

  流動資産 5,322,958

    現金預金 1,342,212

    未収金 169,042

    短期貸付金 4,392

    基金 3,571,534

      財政調整基金 2,459,809

      減債基金 1,111,726

    棚卸資産 68,729

    その他 191,050

    徴収不能引当金 -24,002

  繰延資産 19,561 純資産合計 34,351,198

資産合計 63,631,804 負債及び純資産合計 63,631,804

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）

    資産売却益 6,763

    その他 19,775

純行政コスト 27,008,343

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 551

  臨時利益 26,538

  臨時損失 40,837

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 40,285

    使用料及び手数料 893,817

    その他 12,302,566

純経常行政コスト 26,994,044

      社会保障給付 3,172,108

      その他 8,146

  経常収益 13,196,384

        その他 9,295,339

    移転費用 20,123,771

      補助金等 16,943,516

      その他の業務費用 9,615,401

        支払利息 295,495

        徴収不能引当金繰入額 24,567

        維持補修費 149,946

        減価償却費 1,968,492

        その他 9,662

        その他 908,893

      物件費等 6,561,463

        物件費 4,433,363

        職員給与費 2,648,193

        賞与等引当金繰入額 222,920

        退職手当引当金繰入額 109,787

  経常費用 40,190,428

    業務費用 20,066,658

      人件費 3,889,794

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】

（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 34,045,173 61,474,421 -27,429,248 -

  純行政コスト（△） -27,008,343 -27,008,343 -

  財源 27,295,325 27,295,325 -

    税収等 17,950,349 17,950,349 -

    国県等補助金 9,344,976 9,344,976 -

  本年度差額 286,982 286,982 -

  固定資産等の変動（内部変動） 423,966 -423,966

    有形固定資産等の増加 2,143,775 -2,143,775

    有形固定資産等の減少 -1,973,638 1,973,638

    貸付金・基金等の増加 346,447 -346,447

    貸付金・基金等の減少 -92,617 92,617

  資産評価差額 7,125 7,125

  無償所管換等 - -

  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 - -

  その他 11,918 -40,300 52,218

  本年度純資産変動額 306,025 390,791 -84,766 -

本年度末純資産残高 34,351,198 61,865,212 -27,514,014 -

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）

前年度末歳計外現金残高 37,249

本年度歳計外現金増減額 -3,979

本年度末歳計外現金残高 33,270

本年度末現金預金残高 1,342,212

財務活動収支 -53,663

本年度資金収支額 57,843

前年度末資金残高 1,251,098

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,308,942

    地方債等償還支出 2,300,108

    その他の支出 238,184

  財務活動収入 2,484,629

    地方債等発行収入 2,253,200

    その他の収入 231,429

    資産売却収入 26,536

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,053,370

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,538,292

    その他の支出 -

  投資活動収入 454,305

    国県等補助金収入 303,142

    基金取崩収入 91,924

    貸付金元金回収収入 32,704

  投資活動支出 2,507,675

    公共施設等整備費支出 2,127,969

    基金積立金支出 361,706

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,117

  臨時収入 267,618

業務活動収支 2,164,876

【投資活動収支】

    税収等収入 17,901,866

    国県等補助金収入 8,828,824

    使用料及び手数料収入 959,825

    その他の収入 12,268,917

  臨時支出 4,117

    移転費用支出 20,123,691

      補助金等支出 16,943,516

      社会保障給付支出 3,172,108

      その他の支出 8,066

  業務収入 39,959,432

    業務費用支出 17,934,367

      人件費支出 3,799,354

      物件費等支出 4,567,809

      支払利息支出 295,495

      その他の支出 9,271,709

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 38,058,057


