
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 29,743,117 固定負債 6,147,254

有形固定資産 27,319,811 地方債 5,125,925
事業用資産 7,339,996 長期未払金 -

土地 3,357,500 退職手当引当金 1,021,329
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 12,351,109 その他 -
建物減価償却累計額 △ 8,623,562 流動負債 821,917
工作物 1,242,465 1年内償還予定地方債 513,090
工作物減価償却累計額 △ 1,009,175 未払金 135,666
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 510
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 91,744
航空機 - 預り金 54,939
航空機減価償却累計額 - その他 25,968
その他 - 6,969,172
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 32,055,944

インフラ資産 19,288,259 余剰分（不足分） △ 5,993,233
土地 3,432,470 他団体出資等分 -
建物 1,042,678
建物減価償却累計額 △ 190,182
工作物 34,308,029
工作物減価償却累計額 △ 19,367,387
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 62,651

物品 2,788,985
物品減価償却累計額 △ 2,097,429

無形固定資産 2,740
ソフトウェア -
その他 2,740

投資その他の資産 2,420,566
投資及び出資金 159,912

有価証券 134,897
出資金 25,016
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 236,472
長期貸付金 -
基金 1,902,375

減債基金 5,549
その他 1,896,826

その他 139,688
徴収不能引当金 △ 17,882

流動資産 3,288,766
現金預金 835,065
未収金 138,939
短期貸付金 59
基金 2,312,768

財政調整基金 1,788,931
減債基金 523,837

棚卸資産 4,885
その他 5,750
徴収不能引当金 △ 8,700

繰延資産 - 26,062,711
33,031,883 33,031,883

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（平成29年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

1,274

【様式第２号】

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 金額

12,758,482

4,718,740

1,438,226

1,272,917

90,773

4,255,871

73,262

3,099,681

1,949,010

77,544

1,069,742

3,386

180,833

35,334

12,062

133,438

8,039,742

-

3,311,922

447,246

24,703

959,922

573,292

386,630

11,798,560

1,631,286

541

15,833

-

1,614,912

876

876

-

13,428,970



連結 （単位：千円）

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 31,681,331 △ 5,497,997 -

純行政コスト（△） 13,428,970 -

財源 13,285,365 -

税収等 9,186,987 -

国県等補助金 4,098,378 -

本年度差額 △ 143,606 -

固定資産等の変動（内部変動） 346,115 △ 346,115

有形固定資産等の増加 1,003,828 △ 1,003,828

有形固定資産等の減少 △ 1,092,437 1,092,437

貸付金・基金等の増加 539,796 △ 539,796

貸付金・基金等の減少 △ 105,072 105,072

資産評価差額 28,388

無償所管換等 △ 1,305

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 -

その他 1,415 △ 5,515

本年度純資産変動額 374,613 △ 495,236 -

本年度末純資産残高 32,055,944 △ 5,993,233 -

【様式第３号】

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

科目 合計

28,388

26,183,334

13,428,970

13,285,365

9,186,987

4,098,378

△ 143,606

26,062,711

△ 1,305

-

-

-

△ 4,100

△ 120,623



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,621,597

業務費用支出 3,581,855

人件費支出 1,435,040

物件費等支出 1,989,276

支払利息支出 35,334

その他の支出 122,206

移転費用支出 8,039,742

補助金等支出 4,255,871

社会保障給付支出 3,311,922

他会計への繰出支出 447,246

その他の支出 24,703

業務収入 14,081,173

税収等収入 9,175,888

国県等補助金収入 3,985,704

使用料及び手数料収入 591,475

その他の収入 328,106

臨時支出 1,615,452

災害復旧事業費支出 541

その他の支出 1,614,911

臨時収入 -

業務活動収支 844,124

【投資活動収支】

投資活動支出 1,519,648

公共施設等整備費支出 954,890

基金積立金支出 555,186

投資及び出資金支出 1,572

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 238,734

国県等補助金収入 106,108

基金取崩収入 97,818

貸付金元金回収収入 356

資産売却収入 1,602

その他の収入 32,849

投資活動収支 △ 1,280,914

【財務活動収支】

財務活動支出 459,309

地方債償還支出 459,309

その他の支出 -

財務活動収入 861,991

地方債発行収入 861,991

その他の収入 -

財務活動収支 402,682

△ 34,108

814,234

比例連結割合変更に伴う差額 -

780,125

前年度末歳計外現金残高 54,569

本年度歳計外現金増減額 370

本年度末歳計外現金残高 54,939

本年度末現金預金残高 835,065

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


