
【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 28,406,164                   固定負債 6,648,904                   

    有形固定資産 26,302,081                     地方債等 5,544,248                   

      事業用資産 17,755,882                     長期未払金 387                           

        土地 4,182,960                       退職手当引当金 1,034,646                   

        立木竹 151,897                         損失補償等引当金 -

        建物 23,883,321                     その他 69,624                       

        建物減価償却累計額 -13,792,791                 流動負債 923,447                     

        工作物 8,576,641                       １年内償還予定地方債等 803,212                     

        工作物減価償却累計額 -6,235,597                     未払金 73,221                       

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 7                              

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 45,860                       

        航空機 -     預り金 352                           

        航空機減価償却累計額 -     その他 795                           

        その他 5,314,730                   負債合計 7,572,351                   

        その他減価償却累計額 -4,795,820                 【純資産の部】

        建設仮勘定 470,541                       固定資産等形成分 29,825,804                 

      インフラ資産 6,994,830                     余剰分（不足分） -5,926,708                 

        土地 103,912                       他団体出資等分 -162                         

        建物 1,880,079                   

        建物減価償却累計額 -1,598,375                 

        工作物 14,903,371                 

        工作物減価償却累計額 -8,351,242                 

        その他 160,119                     

        その他減価償却累計額 -124,744                   

        建設仮勘定 21,711                       

      物品 7,105,299                   

      物品減価償却累計額 -5,553,930                 

    無形固定資産 15                            

      ソフトウェア -

      その他 15                            

    投資その他の資産 2,104,069                   

      投資及び出資金 106,654                     

        有価証券 26,352                       

        出資金 80,302                       

        その他 -

      長期延滞債権 179,320                     

      長期貸付金 66,700                       

      基金 1,531,082                   

        減債基金 -

        その他 1,531,082                   

      その他 226,286                     

      徴収不能引当金 -5,973                       

  流動資産 3,065,120                   

    現金預金 1,480,751                   

    未収金 149,431                     

    短期貸付金 11,100                       

    基金 1,408,540                   

      財政調整基金 859,580                     

      減債基金 548,960                     

    棚卸資産 4,161                        

    その他 11,141                       

    徴収不能引当金 -4                            

  繰延資産 - 純資産合計 23,898,934                 

資産合計 31,471,285                 負債及び純資産合計 31,471,285                 

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 130                                          

    その他 -

純行政コスト 4,144,031                                 

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 28,466                                      

  臨時利益 130                                          

  臨時損失 46,160                                      

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,694                                      

    使用料及び手数料 895,366                                    

    その他 115,593                                    

純経常行政コスト 4,098,002                                 

      社会保障給付 1,236,943                                 

      その他 6,351                                       

  経常収益 1,010,958                                 

        その他 106,215                                    

    移転費用 1,508,697                                 

      補助金等 265,403                                    

      その他の業務費用 156,865                                    

        支払利息 58,845                                      

        徴収不能引当金繰入額 -8,195                                      

        維持補修費 289,197                                    

        減価償却費 1,346,312                                 

        その他 3,593                                       

        その他 204,178                                    

      物件費等 2,580,621                                 

        物件費 941,518                                    

        職員給与費 603,383                                    

        賞与等引当金繰入額 45,860                                      

        退職手当引当金繰入額 9,357                                       

  経常費用 5,108,960                                 

    業務費用 3,600,263                                 

      人件費 862,778                                    

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 24,173,164                 29,870,754                 -5,697,590                 -

  純行政コスト（△） -4,144,031                 -4,144,031                 -

  財源 3,817,776                   3,817,939                   -162                         

    税収等 3,005,935                   3,006,097                   -162                         

    国県等補助金 811,841                     811,841                     -

  本年度差額 -326,255                    -326,093                    -162                         

  固定資産等の変動（内部変動） -97,139                     97,139                       

    有形固定資産等の増加 1,303,695                   -1,303,695                 

    有形固定資産等の減少 -1,407,358                 1,407,358                   

    貸付金・基金等の増加 385,063                     -385,063                    

    貸付金・基金等の減少 -378,539                    378,539                     

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 51,763                       51,763                       

  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 262                           426                           -164                         -

  その他 0                              - 0                              

  本年度純資産変動額 -274,230                    -44,950                     -229,118                    -162                         

本年度末純資産残高 23,898,934                 29,825,804                 -5,926,708                 -162                         

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）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 181,600

本年度末歳計外現金残高 181,600

本年度末現金預金残高 1,480,751,137

財務活動収支 550,150                                   

本年度資金収支額 338,222                                   

前年度末資金残高 1,142,347                                

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,480,570                                

    地方債等償還支出 736,809                                   

    その他の支出 402                                        

  財務活動収入 1,287,361                                

    地方債等発行収入 1,287,361                                

    その他の収入 -

    資産売却収入 953                                        

    その他の収入 1                                           

投資活動収支 -1,304,875                               

【財務活動収支】

  財務活動支出 737,211                                   

    その他の支出 5                                           

  投資活動収入 374,188                                   

    国県等補助金収入 1,954                                      

    基金取崩収入 360,180                                   

    貸付金元金回収収入 11,100                                    

  投資活動支出 1,679,063                                

    公共施設等整備費支出 1,304,442                                

    基金積立金支出 374,616                                   

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 28,466                                    

  臨時収入 -

業務活動収支 1,092,947                                

【投資活動収支】

    税収等収入 3,014,061                                

    国県等補助金収入 809,887                                   

    使用料及び手数料収入 952,192                                   

    その他の収入 114,893                                   

  臨時支出 28,466                                    

    移転費用支出 1,558,792                                

      補助金等支出 270,718                                   

      社会保障給付支出 1,236,943                                

      その他の支出 51,131                                    

  業務収入 4,891,032                                

    業務費用支出 2,210,827                                

      人件費支出 855,159                                   

      物件費等支出 1,240,288                                

      支払利息支出 58,845                                    

      その他の支出 56,535                                    

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 3,769,619                                


