
【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 88,571,220   固定負債 40,360,066

    有形固定資産 85,864,184     地方債等 32,107,888

      事業用資産 47,109,694     長期未払金 140,941

        土地 19,675,440     退職手当引当金 4,368,298

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 68,160,404     その他 3,742,939

        建物減価償却累計額 -42,880,696   流動負債 4,972,519

        工作物 5,698,219     １年内償還予定地方債等 2,770,198

        工作物減価償却累計額 -3,992,075     未払金 1,122,783

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 10,235

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 553,993

        航空機 -     預り金 87,590

        航空機減価償却累計額 -     その他 427,720

        その他 225,190 負債合計 45,332,585

        その他減価償却累計額 -36,685 【純資産の部】

        建設仮勘定 259,896   固定資産等形成分 90,403,421

      インフラ資産 36,714,151   余剰分（不足分） -40,980,807

        土地 3,480,462   他団体出資等分 -

        建物 3,011,748

        建物減価償却累計額 -633,098

        工作物 61,811,416

        工作物減価償却累計額 -32,566,604

        その他 1,916,849

        その他減価償却累計額 -726,664

        建設仮勘定 420,042

      物品 6,530,725

      物品減価償却累計額 -4,490,387

    無形固定資産 114,677

      ソフトウェア 2,645

      その他 112,032

    投資その他の資産 2,592,359

      投資及び出資金 85,951

        有価証券 -

        出資金 85,951

        その他 -

      長期延滞債権 1,391,344

      長期貸付金 115,880

      基金 1,081,811

        減債基金 -

        その他 1,081,811

      その他 -

      徴収不能引当金 -82,627

  流動資産 6,183,980

    現金預金 2,502,504

    未収金 1,793,100

    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 59,122

    その他 53,550

    徴収不能引当金 -56,499

  繰延資産 - 純資産合計 49,422,614

資産合計 94,755,200 負債及び純資産合計 94,755,200

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 52,406,778

    業務費用 21,305,297

      人件費 8,056,858

        職員給与費 8,115,311

        賞与等引当金繰入額 249,679

        退職手当引当金繰入額 -1,588,841

        その他 1,280,708

      物件費等 11,864,588

        物件費 8,324,523

        維持補修費 312,084

        減価償却費 3,227,981

        その他 -

      その他の業務費用 1,383,851

        支払利息 524,196

        徴収不能引当金繰入額 24,482

        その他 835,173

    移転費用 31,101,481

      補助金等 21,536,241

      社会保障給付 8,335,030

      その他 9,011

  経常収益 9,196,484

      他会計への繰出金 1,221,199

    使用料及び手数料 8,383,687

    その他 812,797

純経常行政コスト 43,210,295

  臨時損失 169,899

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 159,661

    損失補償等引当金繰入額 -35

    その他 10,274

  臨時利益 49,001

    資産売却益 43,418

    その他 5,583

純行政コスト 43,331,193



【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 48,894,653 90,912,783 -42,018,131 -

  純行政コスト（△） -43,331,193 -43,331,193 -

  財源 43,820,440 43,820,440 -

    税収等 29,682,978 29,682,978 -

    国県等補助金 14,137,462 14,137,462 -

  本年度差額 489,247 489,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） -548,077 548,077

    有形固定資産等の増加 3,669,060 -3,669,060

    有形固定資産等の減少 -3,715,476 3,715,476

    貸付金・基金等の増加 2,130,581 -2,130,581

    貸付金・基金等の減少 -2,632,242 2,632,242

  資産評価差額 -123 -123

  無償所管換等 38,838 38,838

  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 - - -

  本年度純資産変動額 527,962 -509,362 1,037,324 -

本年度末純資産残高 49,422,614 90,403,421 -40,980,807 -

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 50,963,360

    業務費用支出 19,861,879

      人件費支出 9,548,616

      物件費等支出 8,865,931

      支払利息支出 524,196

      その他の支出 923,135

    移転費用支出 31,101,481

      補助金等支出 21,536,241

      社会保障給付支出 8,335,030

      その他の支出 9,011

  業務収入 52,670,669

    税収等収入 29,699,606

    国県等補助金収入 13,904,589

    使用料及び手数料収入 8,273,839

    その他の収入 792,635

  臨時支出 10,274

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 10,274

  臨時収入 167,903

業務活動収支 1,864,938

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,490,743

    公共施設等整備費支出 2,840,969

    基金積立金支出 479,714

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 170,060

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,211,185

    国県等補助金収入 265,462

    基金取崩収入 792,207

    貸付金元金回収収入 171,140

    資産売却収入 -17,623

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,279,558

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,108,677

    地方債等償還支出 2,929,022

    その他の支出 179,656

  財務活動収入 2,826,503

    地方債等発行収入 2,826,503

    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 -10,370

本年度末歳計外現金残高 74,826

本年度末現金預金残高 2,502,504

財務活動収支 -282,174

本年度資金収支額 -696,794

前年度末資金残高 3,124,473

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,427,679


