
【様式第1号】

連結会計 （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 200,604,893   固定負債 60,102,100

    有形固定資産 184,208,147     地方債 49,463,921

      事業用資産 72,327,116     長期未払金 -

        土地 11,047,750     退職手当引当金 5,391,071

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 106,812,512     その他 5,247,108

        建物減価償却累計額 -48,095,049   流動負債 6,352,811

        工作物 3,649,877     １年内償還予定地方債 4,932,951

        工作物減価償却累計額 -1,933,051     未払金 289,180

        船舶 -     未払費用 93

        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 433,585

        航空機 -     預り金 571,928

        航空機減価償却累計額 -     その他 125,074

        その他 - 負債合計 66,454,911

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 845,077   固定資産等形成分 207,111,970

      インフラ資産 111,050,471   余剰分（不足分） -59,565,795

        土地 37,215,931

        建物 1,537,846

        建物減価償却累計額 -753,283

        工作物 125,148,872

        工作物減価償却累計額 -61,813,966

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,715,070

      物品 2,537,375

      物品減価償却累計額 -1,706,815

    無形固定資産 122,660

      ソフトウェア 37,370

      その他 85,289

    投資その他の資産 16,274,086

      投資及び出資金 476,877

        有価証券 156,498

        出資金 310,309

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,318,896

      長期貸付金 607,793

      基金 13,943,476

        減債基金 5,539,867

        その他 8,403,609

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -82,957

  流動資産 13,396,194

    現金預金 5,817,545

    未収金 1,029,107

    短期貸付金 74,206

    基金 6,432,872

      財政調整基金 6,432,872

      減債基金 -

    棚卸資産 87,875

    その他 600

    徴収不能引当金 -46,011 純資産合計 147,546,175

資産合計 214,001,086 負債及び純資産合計 214,001,086

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

連結会計 （単位：千円）

    その他 85

純行政コスト 81,514,413

    その他 55

  臨時利益 25,293

    資産売却益 25,208

    資産除売却損 10,880

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 81,528,772

  臨時損失 10,935

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,653,337

    使用料及び手数料 3,265,357

    その他 1,387,980

      社会保障給付 13,836,415

      他会計への繰出金 899,120

      その他 1,317,544

        その他 673,235

    移転費用 61,023,555

      補助金等 44,970,476

      その他の業務費用 1,419,881

        支払利息 617,972

        徴収不能引当金繰入額 128,674

        維持補修費 1,133,230

        減価償却費 6,076,724

        その他 6,918

        その他 1,814,693

      物件費等 15,156,710

        物件費 7,939,838

        職員給与費 6,175,837

        賞与等引当金繰入額 429,878

        退職手当引当金繰入額 161,556

  経常費用 86,182,110

    業務費用 25,158,555

      人件費 8,581,964

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】

連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 144,995,318 205,730,241 -60,734,922

  純行政コスト（△） -81,514,413 -81,514,413

  財源 84,318,404 84,318,404

    税収等 46,375,341 46,375,341

    国県等補助金 37,943,063 37,943,063

  本年度差額 2,803,990 2,803,990

  固定資産等の変動（内部変動） 1,681,055 -1,681,055

    有形固定資産等の増加 6,333,139 -6,333,139

    有形固定資産等の減少 -6,088,224 6,088,224

    貸付金・基金等の増加 2,677,344 -2,677,344

    貸付金・基金等の減少 -1,241,203 1,241,203

  資産評価差額 34,562 34,562

  無償所管換等 1,778 1,778

  その他 -289,473 -335,665 46,192

  本年度純資産変動額 2,550,856 1,381,729 1,169,127

本年度末純資産残高 147,546,175 207,111,970 -59,565,795

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】

連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 250,248

本年度歳計外現金増減額 1,597

本年度末歳計外現金残高 251,845

本年度末現金預金残高 5,817,545

    その他の収入 60,595

財務活動収支 -1,312,971

本年度資金収支額 -94,256

前年度末資金残高 5,659,956

本年度末資金残高 5,565,700

  財務活動支出 5,805,076

    地方債償還支出 4,832,520

    その他の支出 972,556

  財務活動収入 4,492,105

    地方債発行収入 4,431,511

    貸付金元金回収収入 104,316

    資産売却収入 25,829

    その他の収入 9,826

投資活動収支 -4,570,698

【財務活動収支】

    貸付金支出 125,110

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,307,004

    国県等補助金収入 3,313,768

    基金取崩収入 853,265

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,877,702

    公共施設等整備費支出 6,283,827

    基金積立金支出 2,468,764

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 55

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 55

  臨時収入 85

業務活動収支 5,789,413

  業務収入 85,658,764

    税収等収入 46,444,351

    国県等補助金収入 34,605,083

    使用料及び手数料収入 3,283,396

    その他の収入 1,325,934

    移転費用支出 61,023,485

      補助金等支出 44,970,476

      社会保障給付支出 13,836,415

      他会計への繰出支出 899,120

      その他の支出 1,317,474

    業務費用支出 18,845,897

      人件費支出 8,408,762

      物件費等支出 9,173,475

      支払利息支出 618,438

      その他の支出 645,222

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 79,869,382


