
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 75,574,498   固定負債 33,797,419

    有形固定資産 69,882,724     地方債等 28,878,502

      事業用資産 25,576,987     長期未払金 197,797

        土地 11,037,311     退職手当引当金 3,733,527

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 38,906,269     その他 987,593

        建物減価償却累計額 -25,765,503   流動負債 4,059,730

        工作物 350,921     １年内償還予定地方債等 3,223,952

        工作物減価償却累計額 -     未払金 528,447

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 673

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 250,186

        航空機 -     預り金 53,195

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,278

        その他 - 負債合計 37,857,149

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,047,988   固定資産等形成分 81,276,683

      インフラ資産 43,894,712   余剰分（不足分） -36,084,025

        土地 360,655   他団体出資等分 -

        建物 363,146

        建物減価償却累計額 -132,889

        工作物 57,640,790

        工作物減価償却累計額 -15,214,153

        その他 1,594,300

        その他減価償却累計額 -745,828

        建設仮勘定 28,690

      物品 1,242,974

      物品減価償却累計額 -831,949

    無形固定資産 149,927

      ソフトウェア 141,826

      その他 8,102

    投資その他の資産 5,541,846

      投資及び出資金 1,345,495

        有価証券 183,090

        出資金 649,408

        その他 512,997

      長期延滞債権 440,895

      長期貸付金 156,626

      基金 3,846,796

        減債基金 -

        その他 3,846,796

      その他 -

      徴収不能引当金 -247,967

  流動資産 7,475,309

    現金預金 1,562,508

    未収金 209,907

    短期貸付金 26,976

    基金 5,675,209

      財政調整基金 4,021,265

      減債基金 1,653,945

    棚卸資産 8,375

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,666

  繰延資産 - 純資産合計 45,192,658

資産合計 83,049,807 負債及び純資産合計 83,049,807

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 7,896

    その他 475,368

純行政コスト 22,166,957

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 468

  臨時利益 483,264

  臨時損失 122,622

    災害復旧事業費 113,119

    資産除売却損 9,035

    使用料及び手数料 818,546

    その他 544,756

純経常行政コスト 22,527,599

      社会保障給付 2,913,002

      その他 20,021

  経常収益 1,363,302

        その他 215,830

    移転費用 14,909,060

      補助金等 11,590,427

      その他の業務費用 526,266

        支払利息 307,675

        徴収不能引当金繰入額 2,761

        維持補修費 246,731

        減価償却費 1,934,025

        その他 3,280

        その他 258,247

      物件費等 4,944,819

        物件費 2,760,782

        職員給与費 2,795,962

        賞与等引当金繰入額 250,186

        退職手当引当金繰入額 206,362

  経常費用 23,890,901

    業務費用 8,981,841

      人件費 3,510,757

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】

会計：全体会計 （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 42,591,645 77,727,517 -35,135,872 -

  純行政コスト（△） -22,166,957 -22,166,957 -

  財源 24,775,676 24,775,676 -

    税収等 16,873,439 16,873,439 -

    国県等補助金 7,902,237 7,902,237 -

  本年度差額 2,608,719 2,608,719 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,582,156 -3,582,156

    有形固定資産等の増加 5,650,866 -5,650,866

    有形固定資産等の減少 -1,939,110 1,939,110

    貸付金・基金等の増加 859,171 -859,171

    貸付金・基金等の減少 -988,771 988,771

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,706 -7,706

  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 -25,284 25,284

  本年度純資産変動額 2,601,013 3,549,166 -948,153 -

本年度末純資産残高 45,192,658 81,276,683 -36,084,025 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 49,986

本年度歳計外現金増減額 3,209

本年度末歳計外現金残高 53,195

本年度末現金預金残高 1,562,508

財務活動収支 1,220,965

本年度資金収支額 -114,147

前年度末資金残高 1,623,461

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,509,313

    地方債等償還支出 3,245,935

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,466,900

    地方債等発行収入 4,466,900

    その他の収入 -

    資産売却収入 10,067

    その他の収入 5,208

投資活動収支 -3,640,400

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,245,935

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,153,521

    国県等補助金収入 2,149,474

    基金取崩収入 963,016

    貸付金元金回収収入 25,755

  投資活動支出 6,793,920

    公共施設等整備費支出 5,930,799

    基金積立金支出 863,121

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 113,119

    その他の支出 468

  臨時収入 59,197

業務活動収支 2,305,288

【投資活動収支】

    税収等収入 16,870,540

    国県等補助金収入 5,994,015

    使用料及び手数料収入 827,621

    その他の収入 399,954

  臨時支出 113,586

    移転費用支出 14,909,060

      補助金等支出 11,590,427

      社会保障給付支出 2,913,002

      その他の支出 20,021

  業務収入 24,092,130

    業務費用支出 6,823,393

      人件費支出 3,287,103

      物件費等支出 3,029,293

      支払利息支出 307,675

      その他の支出 199,322

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 21,732,452
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