
【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 101,484,991   固定負債 44,070,735

    有形固定資産 98,393,235     地方債等 35,079,686

      事業用資産 53,126,161     長期未払金 140,941

        土地 23,748,543     退職手当引当金 4,427,931

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 70,582,414     その他 4,422,177

        建物減価償却累計額 -43,538,158   流動負債 6,321,916

        工作物 6,110,697     １年内償還予定地方債等 3,588,434

        工作物減価償却累計額 -4,225,737     未払金 1,572,040

        船舶 -     未払費用 2,122

        船舶減価償却累計額 -     前受金 19,148

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 562,057

        航空機 -     預り金 126,330

        航空機減価償却累計額 -     その他 451,785

        その他 225,199 負債合計 50,392,650

        その他減価償却累計額 -36,693 【純資産の部】

        建設仮勘定 259,896   固定資産等形成分 103,317,192

      インフラ資産 39,824,812   余剰分（不足分） -44,542,795

        土地 3,782,489   他団体出資等分 -

        建物 4,212,085

        建物減価償却累計額 -1,289,157

        工作物 66,088,714

        工作物減価償却累計額 -35,085,129

        その他 1,918,490

        その他減価償却累計額 -726,664

        建設仮勘定 923,985

      物品 14,872,566

      物品減価償却累計額 -9,430,304

    無形固定資産 310,247

      ソフトウェア 2,645

      その他 307,602

    投資その他の資産 2,781,509

      投資及び出資金 83,352

        有価証券 47,091

        出資金 36,261

        その他 -

      長期延滞債権 1,391,344

      長期貸付金 115,880

      基金 1,273,555

        減債基金 -

        その他 1,273,555

      その他 191

      徴収不能引当金 -82,814

  流動資産 7,682,056

    現金預金 3,891,907

    未収金 1,872,480

    短期貸付金 17,032

    基金 1,815,169

      財政調整基金 1,626,584

      減債基金 188,585

    棚卸資産 62,397

    その他 80,152

    徴収不能引当金 -57,081

  繰延資産 - 純資産合計 58,774,397

資産合計 109,167,047 負債及び純資産合計 109,167,047

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 63,957,274

    業務費用 25,481,941

      人件費 8,221,598

        職員給与費 8,228,858

        賞与等引当金繰入額 258,513

        退職手当引当金繰入額 -1,582,759

        その他 1,316,986

      物件費等 13,775,061

        物件費 9,364,948

        維持補修費 465,940

        減価償却費 3,885,274

        その他 58,899

      その他の業務費用 3,485,282

        支払利息 598,846

        徴収不能引当金繰入額 25,031

        その他 2,861,405

    移転費用 38,475,333

      補助金等 28,745,097

      社会保障給付 8,335,030

      その他 174,007

  経常収益 12,906,136

      他会計への繰出金 1,221,199

    使用料及び手数料 8,898,676

    その他 4,007,460

純経常行政コスト 51,051,138

  臨時損失 212,430

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 197,129

    損失補償等引当金繰入額 -35

    その他 15,336

  臨時利益 53,548

    資産売却益 43,494

    その他 10,053

純行政コスト 51,210,020



【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 57,737,142 106,716,504 -48,979,362 -

  純行政コスト（△） -51,210,020 -51,210,020 -

  財源 52,203,832 52,203,832 -

    税収等 33,844,146 33,844,146 -

    国県等補助金 18,359,686 18,359,686 -

  本年度差額 993,812 993,812 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 -123

  無償所管換等 39,291

  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 4,276 -

  その他

  本年度純資産変動額 1,037,255 -3,399,312 4,436,567 -

本年度末純資産残高 58,774,397 103,317,192 -44,542,795 -

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

省 略



【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

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高 85,195

本年度歳計外現金増減額 4,838

本年度末歳計外現金残高 90,033

本年度末現金預金残高 3,891,907

財務活動収支

本年度資金収支額 -282,313

前年度末資金残高 4,084,187

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,801,874

省 略


