
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 79,675,876   固定負債 34,795,885

    有形固定資産 73,241,466     地方債等 28,912,848

      事業用資産 28,875,720     長期未払金 201,546

        土地 11,791,637     退職手当引当金 4,693,278

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 41,787,704     その他 988,214

        建物減価償却累計額 -27,371,018   流動負債 4,193,809

        工作物 6,156,257     １年内償還予定地方債等 3,253,383

        工作物減価償却累計額 -4,536,849     未払金 560,996

        船舶 -     未払費用 21,752

        船舶減価償却累計額 -     前受金 683

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 295,930

        航空機 -     預り金 54,391

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,674

        その他 - 負債合計 38,989,694

        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 85,838,287

      インフラ資産 43,894,712   余剰分（不足分） -36,483,936

        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 1,660,612

      物品減価償却累計額 -1,189,578

    無形固定資産 153,705

      ソフトウェア 142,408

      その他 11,297

    投資その他の資産 6,280,705

      投資及び出資金 1,345,630

        有価証券 183,090

        出資金 649,543

        その他 512,997

      長期延滞債権 445,090

      長期貸付金 156,626

      基金 4,569,304

        減債基金 -

        その他 4,569,304

      その他 12,023

      徴収不能引当金 -247,967

  流動資産 8,668,169

    現金預金 2,203,355

    未収金 287,806

    短期貸付金 26,976

    基金 6,135,434

      財政調整基金 4,481,490

      減債基金 1,653,945

    棚卸資産 21,800

    その他 465

    徴収不能引当金 -7,666

  繰延資産 - 純資産合計 49,354,351

資産合計 88,344,046 負債及び純資産合計 88,344,046

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （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 29,982,150

    業務費用 12,571,533

      人件費 4,866,825

        職員給与費 3,650,416

        賞与等引当金繰入額 295,930

        退職手当引当金繰入額 613,605

        その他 306,874

      物件費等 7,019,780

        物件費 3,411,107

        維持補修費 1,293,749

        減価償却費 2,221,646

        その他 93,278

      その他の業務費用 684,928

        支払利息 309,178

        徴収不能引当金繰入額 2,761

        その他 372,989

    移転費用 17,410,617

      補助金等 13,941,108

      社会保障給付 2,948,590

      その他 135,310

  経常収益 1,911,073

    使用料及び手数料 888,866

    その他 1,022,207

純経常行政コスト 28,071,078

  臨時損失 135,624

    災害復旧事業費 113,119

    資産除売却損 22,038

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 468

  臨時利益 484,117

    資産売却益 8,328

    その他 475,790

純行政コスト 27,722,584



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 46,853,945 82,531,575 -35,677,630 -

  純行政コスト（△） -27,722,584 -27,722,584 -

  財源 30,191,279 30,191,279 -

    税収等 19,406,862 19,406,862 -

    国県等補助金 10,784,417 10,784,417 -

  本年度差額 2,468,695 2,468,695 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,334,855 -3,334,855

    有形固定資産等の増加 5,753,328 -5,753,328

    有形固定資産等の減少 -2,315,779 2,315,779

    貸付金・基金等の増加 889,149 -889,149

    貸付金・基金等の減少 -991,843 991,843

  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 40,918 3,740 37,178 -

  その他 -1,500 -24,177 22,677

  本年度純資産変動額 2,500,407 3,306,712 -806,305 -

本年度末純資産残高 49,354,351 85,838,287 -36,483,936 -

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：連結会計 （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 27,473,627

    業務費用支出 9,716,280

      人件費支出 4,234,291

      物件費等支出 4,817,259

      支払利息支出 309,178

      その他の支出 355,552

    移転費用支出 17,757,347

      補助金等支出 13,941,108

      社会保障給付支出 2,948,590

      その他の支出 482,039

  業務収入 30,019,716

    税収等収入 19,403,844

    国県等補助金収入 8,876,195

    使用料及び手数料収入 897,940

    その他の収入 841,737

  臨時支出 113,586

    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 2,491,699

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,855,313

    公共施設等整備費支出 5,952,037

    基金積立金支出 893,077

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 10,199

  投資活動収入 3,162,243

    国県等補助金収入 2,149,474

    基金取崩収入 964,588

    貸付金元金回収収入 25,755

    資産売却収入 10,067

    その他の収入 12,359

投資活動収支 -3,693,069

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,296,971

    地方債等償還支出 3,296,971

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,467,900

    地方債等発行収入 4,467,900

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 49,986

本年度歳計外現金増減額 4,405

本年度末歳計外現金残高 54,391

本年度末現金預金残高 2,203,355

財務活動収支 1,170,929

本年度資金収支額 -30,442

前年度末資金残高 2,179,148

比例連結割合変更に伴う差額 258

本年度末資金残高 2,148,964
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