
【様式第1号】

連結 （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 23,417,318   固定負債 7,155,443

    有形固定資産 22,361,733     地方債等 6,239,712

      事業用資産 7,795,360     長期未払金 -

        土地 3,174,533     退職手当引当金 885,457

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,493,481     その他 30,274

        建物減価償却累計額 ▲ 7,436,211   流動負債 768,113

        工作物 3,374,855     １年内償還予定地方債等 642,229

        工作物減価償却累計額 ▲ 1,811,744     未払金 43,076

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 713

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 59,718

        航空機 -     預り金 12,787

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,590

        その他 557 負債合計 7,923,555

        その他減価償却累計額 ▲ 111 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 23,873,352

      インフラ資産 14,032,001   余剰分（不足分） ▲ 7,597,996

        土地 191,574   他団体出資等分 -

        建物 38,966

        建物減価償却累計額 ▲ 11,461

        工作物 37,668,917

        工作物減価償却累計額 ▲ 23,894,485

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 38,490

      物品 1,444,654

      物品減価償却累計額 ▲ 910,281

    無形固定資産 97,442

      ソフトウェア 97,442

      その他 -

    投資その他の資産 958,143

      投資及び出資金 5,472

        有価証券 2,044

        出資金 3,428

        その他 -

      長期延滞債権 15,143

      長期貸付金 -

      基金 926,367

        減債基金 33,943

        その他 892,425

      その他 12,518

      徴収不能引当金 ▲ 1,357

  流動資産 781,593

    現金預金 294,687

    未収金 15,571

    短期貸付金 1

    基金 456,033

      財政調整基金 456,033

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 16,042

    徴収不能引当金 ▲ 741

  繰延資産 - 純資産合計 16,275,356

資産合計 24,198,912 負債及び純資産合計 24,198,912

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

連結 （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 6,225,160

    業務費用 3,220,395

      人件費 1,032,007

        職員給与費 861,394

        賞与等引当金繰入額 59,718

        退職手当引当金繰入額 6,713

        その他 104,182

      物件費等 2,062,409

        物件費 872,411

        維持補修費 66,658

        減価償却費 1,121,863

        その他 1,477

      その他の業務費用 125,979

        支払利息 80,690

        徴収不能引当金繰入額 944

        その他 44,345

    移転費用 3,004,766

      補助金等 1,791,287

      社会保障給付 1,203,287

      その他 10,191

  経常収益 844,440

    使用料及び手数料 266,208

    その他 578,232

純経常行政コスト 5,380,720

  臨時損失 8,080

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 80

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 8,000

  臨時利益 8,019

    資産売却益 19

    その他 8,000

純行政コスト 5,380,781



【様式第3号】

連結 （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 16,826,280 24,848,520 ▲ 8,022,239 -

  純行政コスト（▲） ▲ 5,380,781 ▲ 5,380,781 -

  財源 4,926,698 4,926,698 -

    税収等 3,576,787 3,576,787 -

    国県等補助金 1,349,910 1,349,910 -

  本年度差額 ▲ 454,083 ▲ 454,083 -

  固定資産等の変動（内部変動） ▲ 878,327 878,327

    有形固定資産等の増加 244,101 ▲ 244,101

    有形固定資産等の減少 ▲ 1,129,131 1,129,131

    貸付金・基金等の増加 81,460 ▲ 81,460

    貸付金・基金等の減少 ▲ 74,757 74,757

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,159 3,159

  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 0 - -

  その他 ▲ 100,000 ▲ 100,000 -

  本年度純資産変動額 ▲ 550,924 ▲ 975,167 424,244 -

本年度末純資産残高 16,275,356 23,873,352 ▲ 7,597,996 -

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】

連結 （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 5,128,722

    業務費用支出 2,123,917

      人件費支出 1,038,028

      物件費等支出 941,635

      支払利息支出 80,690

      その他の支出 63,564

    移転費用支出 3,004,805

      補助金等支出 1,791,287

      社会保障給付支出 1,203,326

      その他の支出 10,191

  業務収入 5,490,990

    税収等収入 3,582,737

    国県等補助金収入 1,188,908

    使用料及び手数料収入 266,454

    その他の収入 452,891

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 80,213

業務活動収支 442,481

【投資活動収支】

  投資活動支出 217,989

    公共施設等整備費支出 188,103

    基金積立金支出 29,884

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2

    その他の支出 -

  投資活動収入 133,140

    国県等補助金収入 94,053

    基金取崩収入 31,460

    貸付金元金回収収入 894

    資産売却収入 5,638

    その他の収入 1,095

投資活動収支 ▲ 84,849

【財務活動収支】

  財務活動支出 676,433

    地方債等償還支出 656,942

    その他の支出 19,492

  財務活動収入 325,494

    地方債等発行収入 285,954

    その他の収入 39,540

財務活動収支 ▲ 350,940

本年度資金収支額 6,692

前年度末資金残高 276,035

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 282,727

前年度末歳計外現金残高 26,084

本年度歳計外現金増減額 ▲ 14,123

本年度末歳計外現金残高 11,961

本年度末現金預金残高 294,687


