
【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 80,556,759   固定負債 38,159,154

    有形固定資産 73,859,238     地方債等 29,855,768

      事業用資産 23,667,768     長期未払金 40,909

        土地 7,524,828     退職手当引当金 1,960,238

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,054

        建物 22,297,445     その他 6,297,185

        建物減価償却累計額 -10,179,878   流動負債 2,998,319

        工作物 2,502,885     １年内償還予定地方債等 1,987,465

        工作物減価償却累計額 -1,399,860     未払金 455,275

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 193,997

        航空機 -     預り金 361,557

        航空機減価償却累計額 -     その他 26

        その他 - 負債合計 41,157,473

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,922,348   固定資産等形成分 83,903,484

      インフラ資産 48,829,462   余剰分（不足分） -37,089,862

        土地 6,613,473   他団体出資等分 -

        建物 3,254,751

        建物減価償却累計額 -1,463,600

        工作物 64,712,505

        工作物減価償却累計額 -26,187,216

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,899,549

      物品 4,038,781

      物品減価償却累計額 -2,676,772

    無形固定資産 8,732

      ソフトウェア 8,732

      その他 -

    投資その他の資産 6,688,789

      投資及び出資金 2,768,213

        有価証券 -

        出資金 2,767,143

        その他 1,069

      長期延滞債権 298,215

      長期貸付金 31,127

      基金 3,612,418

        減債基金 659,030

        その他 2,953,388

      その他 162

      徴収不能引当金 -21,347

  流動資産 7,414,336

    現金預金 3,712,369

    未収金 362,160

    短期貸付金 -

    基金 3,346,725

      財政調整基金 3,346,725

      減債基金 -

    棚卸資産 6,609

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,527

  繰延資産 - 純資産合計 46,813,622

資産合計 87,971,095 負債及び純資産合計 87,971,095

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 26,317,916

    業務費用 11,830,355

      人件費 3,397,207

        職員給与費 2,549,568

        賞与等引当金繰入額 193,066

        退職手当引当金繰入額 62,058

        その他 592,515

      物件費等 7,791,588

        物件費 4,963,326

        維持補修費 601,775

        減価償却費 2,226,488

        その他 -

      その他の業務費用 641,560

        支払利息 347,109

        徴収不能引当金繰入額 22,854

        その他 271,597

    移転費用 14,487,561

      補助金等 12,111,120

      社会保障給付 2,339,327

      その他 37,114

  経常収益 2,033,372

    使用料及び手数料 1,569,532

    その他 463,840

純経常行政コスト 24,284,544

  臨時損失 123,792

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 122,536

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,257

  臨時利益 21,141

    資産売却益 8,729

    その他 12,413

純行政コスト 24,387,195



【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 46,721,812 82,258,808 -35,536,996 -

  純行政コスト（△） -24,387,195 -24,387,195 -

  財源 24,464,487 24,464,487 -

    税収等 18,177,693 18,177,693 -

    国県等補助金 6,286,795 6,286,795 -

  本年度差額 77,292 77,292 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,650,029 -1,650,029

    有形固定資産等の増加 5,287,842 -5,287,842

    有形固定資産等の減少 -2,363,776 2,363,776

    貸付金・基金等の増加 584,262 -584,262

    貸付金・基金等の減少 -1,858,299 1,858,299

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,518 14,518

  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 - -19,871 19,871

  本年度純資産変動額 91,810 1,644,676 -1,552,866 -

本年度末純資産残高 46,813,622 83,903,484 -37,089,862 -

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 23,969,547

    業務費用支出 9,481,986

      人件費支出 3,323,658

      物件費等支出 5,565,625

      支払利息支出 347,109

      その他の支出 245,594

    移転費用支出 14,487,561

      補助金等支出 12,111,120

      社会保障給付支出 2,339,327

      その他の支出 37,114

  業務収入 25,506,454

    税収等収入 18,005,009

    国県等補助金収入 5,473,970

    使用料及び手数料収入 1,562,783

    その他の収入 464,692

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 4,570

業務活動収支 1,541,477

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,718,676

    公共施設等整備費支出 5,147,104

    基金積立金支出 553,129

    投資及び出資金支出 2,300

    貸付金支出 16,143

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,689,257

    国県等補助金収入 813,417

    基金取崩収入 1,789,510

    貸付金元金回収収入 15,602

    資産売却収入 8,729

    その他の収入 62,000

投資活動収支 -3,029,419

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,222,322

    地方債等償還支出 1,895,365

    その他の支出 326,958

  財務活動収入 3,968,842

    地方債等発行収入 3,968,842

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 358,271

本年度歳計外現金増減額 3,286

本年度末歳計外現金残高 361,557

本年度末現金預金残高 3,712,369

財務活動収支 1,746,520

本年度資金収支額 258,578

前年度末資金残高 3,092,235

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,350,813
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