
【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 37,844,209   固定負債 10,015,961

    有形固定資産 33,991,878     地方債等 8,035,519

      事業用資産 16,597,635     長期未払金 -

        土地 3,020,898     退職手当引当金 1,717,429

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 16,960,317     その他 263,013

        建物減価償却累計額 -10,207,768   流動負債 1,114,322

        工作物 1,439,130     １年内償還予定地方債等 938,326

        工作物減価償却累計額 -838,397     未払金 32,730

        船舶 -     未払費用 2,652

        船舶減価償却累計額 -     前受金 242

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 108,772

        航空機 -     預り金 19,864

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,736

        その他 - 負債合計 11,130,283

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 128,834   固定資産等形成分 43,429,040

      インフラ資産 16,812,194   余剰分（不足分） -9,687,989

        土地 329,296   他団体出資等分 18,804

        建物 2,844,437

        建物減価償却累計額 -1,403,885

        工作物 28,996,746

        工作物減価償却累計額 -14,301,263

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 346,862

      物品 1,712,480

      物品減価償却累計額 -1,130,431

    無形固定資産 26,112

      ソフトウェア 23,773

      その他 2,339

    投資その他の資産 3,826,220

      投資及び出資金 40,285

        有価証券 143

        出資金 40,142

        その他 -

      長期延滞債権 118,799

      長期貸付金 14,908

      基金 3,659,090

        減債基金 -

        その他 3,659,090

      その他 535

      徴収不能引当金 -7,398

  流動資産 7,044,286

    現金預金 1,316,452

    未収金 125,054

    短期貸付金 22

    基金 5,584,809

      財政調整基金 3,677,881

      減債基金 1,906,928

    棚卸資産 21,331

    その他 212

    徴収不能引当金 -3,594

  繰延資産 1,643 純資産合計 33,759,855

資産合計 44,890,138 負債及び純資産合計 44,890,138

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）

    資産売却益 14,440

    その他 -

純行政コスト 11,128,595

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,262

  臨時利益 14,440

  臨時損失 433,602

    災害復旧事業費 182,949

    資産除売却損 248,391

    使用料及び手数料 533,443

    その他 907,641

純経常行政コスト 10,709,433

      社会保障給付 513,554

      その他 51,402

  経常収益 1,441,083

        その他 114,429

    移転費用 6,323,869

      補助金等 5,718,273

      その他の業務費用 221,951

        支払利息 100,382

        徴収不能引当金繰入額 7,140

        維持補修費 378,282

        減価償却費 1,176,440

        その他 18,229

        その他 120,160

      物件費等 3,421,462

        物件費 1,848,510

        職員給与費 1,811,204

        賞与等引当金繰入額 108,772

        退職手当引当金繰入額 143,099

  経常費用 12,150,516

    業務費用 5,826,647

      人件費 2,183,234

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】

（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 33,139,449 42,972,174 -9,851,528 18,804

  純行政コスト（△） -11,128,595 -11,128,595 -

  財源 11,747,490 11,747,490 -

    税収等 8,326,214 8,326,214 -

    国県等補助金 3,421,276 3,421,276 -

  本年度差額 618,896 618,896 -

  固定資産等の変動（内部変動） 421,383 -421,383

    有形固定資産等の増加 1,295,836 -1,295,836

    有形固定資産等の減少 -1,424,916 1,424,916

    貸付金・基金等の増加 680,748 -680,748

    貸付金・基金等の減少 -130,286 130,286

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,510 1,510

  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 0 62,019 -62,019 -

  その他 0 -28,046 28,046

  本年度純資産変動額 620,406 456,866 163,540 -

本年度末純資産残高 33,759,855 43,429,040 -9,687,989 18,804

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）

前年度末歳計外現金残高 12,512

本年度歳計外現金増減額 6,012

本年度末歳計外現金残高 18,525

本年度末現金預金残高 1,316,452

財務活動収支 -105,302

本年度資金収支額 100,707

前年度末資金残高 1,197,220

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 1,297,927

    地方債等償還支出 1,107,205

    その他の支出 11,028

  財務活動収入 1,012,931

    地方債等発行収入 1,012,921

    その他の収入 10

    資産売却収入 14,440

    その他の収入 5,103

投資活動収支 -1,476,535

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,118,232

    その他の支出 -

  投資活動収入 481,118

    国県等補助金収入 331,319

    基金取崩収入 130,234

    貸付金元金回収収入 22

  投資活動支出 1,957,652

    公共施設等整備費支出 1,276,926

    基金積立金支出 680,726

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 182,949

    その他の支出 2,135

  臨時収入 123,305

業務活動収支 1,682,543

【投資活動収支】

    税収等収入 8,325,881

    国県等補助金収入 2,967,584

    使用料及び手数料収入 533,365

    その他の収入 856,182

  臨時支出 185,084

    移転費用支出 6,448,251

      補助金等支出 5,718,273

      社会保障給付支出 513,554

      その他の支出 175,784

  業務収入 12,683,012

    業務費用支出 4,490,439

      人件費支出 2,045,243

      物件費等支出 2,236,656

      支払利息支出 100,382

      その他の支出 108,158

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 10,938,690

省略


