
連結 【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 175,980,239   固定負債 72,934,209

    有形固定資産 163,877,122     地方債等 68,131,069

      事業用資産 59,004,896     長期未払金 -

        土地 16,229,038     退職手当引当金 4,650,362

        立木竹 -     損失補償等引当金 7,900

        建物 75,761,822     その他 144,878

        建物減価償却累計額 -36,578,279   流動負債 6,583,583

        工作物 10,257,761     １年内償還予定地方債等 5,511,818

        工作物減価償却累計額 -6,703,925     未払金 551,176

        船舶 -     未払費用 300

        船舶減価償却累計額 -     前受金 16,175

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 302,022

        航空機 -     預り金 182,403

        航空機減価償却累計額 -     その他 19,689

        その他 - 負債合計 79,517,792

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 38,477   固定資産等形成分 179,078,234

      インフラ資産 101,950,813   余剰分（不足分） -74,904,315

        土地 4,848,890   他団体出資等分 -

        建物 4,575,694

        建物減価償却累計額 -1,694,030

        工作物 188,255,156

        工作物減価償却累計額 -99,279,481

        その他 14,032,515

        その他減価償却累計額 -9,255,073

        建設仮勘定 467,141

      物品 5,106,196

      物品減価償却累計額 -2,184,782

    無形固定資産 1,101,650

      ソフトウェア 436,799

      その他 664,852

    投資その他の資産 11,001,467

      投資及び出資金 304,198

        有価証券 20,000

        出資金 284,198

        その他 -

      長期延滞債権 1,011,632

      長期貸付金 18,358

      基金 9,545,513

        減債基金 1,591,267

        その他 7,954,246

      その他 195,241

      徴収不能引当金 -64,876

  流動資産 7,710,812

    現金預金 3,888,755

    未収金 456,882

    短期貸付金 -

    基金 3,097,995

      財政調整基金 3,097,995

      減債基金 -

    棚卸資産 203,158

    その他 68,148

    徴収不能引当金 -4,125

  繰延資産 659 純資産合計 104,173,919

資産合計 183,691,711 負債及び純資産合計 183,691,711

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



連結 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 6,276

    その他 7,618

純行政コスト 40,257,711

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 317,216

  臨時利益 13,894

  臨時損失 933,243

    災害復旧事業費 170,797

    資産除売却損 445,230

    使用料及び手数料 3,190,507

    その他 2,033,485

純経常行政コスト 39,338,362

      社会保障給付 12,255,307

      その他 42,584

  経常収益 5,223,993

        その他 631,688

    移転費用 24,665,913

      補助金等 12,368,023

      その他の業務費用 1,751,324

        支払利息 1,077,309

        徴収不能引当金繰入額 42,326

        維持補修費 516,637

        減価償却費 6,494,607

        その他 120,408

        その他 849,480

      物件費等 13,624,633

        物件費 6,492,982

        職員給与費 3,239,183

        賞与等引当金繰入額 292,316

        退職手当引当金繰入額 139,504

  経常費用 44,562,354

    業務費用 19,896,441

      人件費 4,520,484

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



連結 【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 103,968,330 180,276,070 -76,307,740 -

  純行政コスト（△） -40,257,711 -40,257,711 -

  財源 39,995,175 39,995,175 -

    税収等 29,162,176 29,162,176 -

    国県等補助金 10,833,000 10,833,000 -

  本年度差額 -262,536 -262,536 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,705,681 1,705,681

    有形固定資産等の増加 5,088,098 -5,088,098

    有形固定資産等の減少 -7,526,635 7,526,635

    貸付金・基金等の増加 1,848,610 -1,848,610

    貸付金・基金等の減少 -1,115,755 1,115,755

  資産評価差額 -31,717 -31,717

  無償所管換等 564,655 564,655

  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 -53,792 -25,092 -28,700 -

  その他 -11,020 - -11,020

  本年度純資産変動額 205,589 -1,197,836 1,403,425 -

本年度末純資産残高 104,173,919 179,078,234 -74,904,315 -

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



連結 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 123,729

本年度歳計外現金増減額 19,868

本年度末歳計外現金残高 143,597

本年度末現金預金残高 3,888,755

財務活動収支 -1,606,879

本年度資金収支額 -322,456

前年度末資金残高 4,073,331

比例連結割合変更に伴う差額 -5,718

本年度末資金残高 3,745,158

    地方債等償還支出 5,937,960

    その他の支出 50,329

  財務活動収入 4,381,410

    地方債等発行収入 4,381,410

    その他の収入 -

    資産売却収入 14,659

    その他の収入 136,450

投資活動収支 -4,780,366

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,988,289

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,980,092

    国県等補助金収入 789,861

    基金取崩収入 1,037,580

    貸付金元金回収収入 1,542

  投資活動支出 6,760,458

    公共施設等整備費支出 4,921,211

    基金積立金支出 1,839,247

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 170,797

    その他の支出 238,178

  臨時収入 137,532

業務活動収支 6,064,790

【投資活動収支】

    税収等収入 28,366,131

    国県等補助金収入 10,445,454

    使用料及び手数料収入 3,156,491

    その他の収入 1,973,884

  臨時支出 408,975

    移転費用支出 24,665,656

      補助金等支出 12,367,765

      社会保障給付支出 12,255,307

      その他の支出 42,584

  業務収入 43,941,960

    業務費用支出 12,940,071

      人件費支出 4,485,724

      物件費等支出 6,787,056

      支払利息支出 1,077,309

      その他の支出 589,982

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 37,605,727


