
【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 200,262,966   固定負債 50,524,814

    有形固定資産 183,793,249     地方債等 45,064,572

      事業用資産 54,992,719     長期未払金 -

        土地 21,146,454     退職手当引当金 3,935,984

        立木竹 565,287     損失補償等引当金 -

        建物 70,317,250     その他 1,524,258

        建物減価償却累計額 -39,346,943   流動負債 5,154,495

        工作物 7,767,449     １年内償還予定地方債等 4,651,031

        工作物減価償却累計額 -5,676,417     未払金 8,416

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -17,282     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 270,214

        航空機 -     預り金 224,835

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 55,679,309

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 116,068   固定資産等形成分 203,913,754

      インフラ資産 127,594,627   余剰分（不足分） -52,103,165

        土地 7,499,483   他団体出資等分 -

        建物 2,591,967

        建物減価償却累計額 -1,054,924

        工作物 206,292,473

        工作物減価償却累計額 -89,940,094

        その他 1,470,033

        その他減価償却累計額 -1,089,125

        建設仮勘定 1,824,815

      物品 6,005,030

      物品減価償却累計額 -4,799,126

    無形固定資産 84,063

      ソフトウェア 15,124

      その他 68,939

    投資その他の資産 16,385,655

      投資及び出資金 938,366

        有価証券 47,147

        出資金 891,219

        その他 -

      長期延滞債権 1,008,637

      長期貸付金 1,945,594

      基金 12,539,768

        減債基金 3,028,180

        その他 9,511,588

      その他 -

      徴収不能引当金 -46,711

  流動資産 7,226,932

    現金預金 2,013,121

    未収金 1,556,260

    短期貸付金 -

    基金 3,650,787

      財政調整基金 3,650,787

      減債基金 -

    棚卸資産 3,609

    その他 15,288

    徴収不能引当金 -12,133

  繰延資産 - 純資産合計 151,810,588

資産合計 207,489,898 負債及び純資産合計 207,489,898

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 7,627

    その他 -

純行政コスト 33,892,323

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,275

  臨時利益 7,627

  臨時損失 86,769

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 85,494

    使用料及び手数料 1,119,955

    その他 739,870

純経常行政コスト 33,813,181

      社会保障給付 3,335,721

      その他 267,325

  経常収益 1,859,825

        その他 235,768

    移転費用 17,610,924

      補助金等 14,007,878

      その他の業務費用 734,911

        支払利息 440,299

        徴収不能引当金繰入額 58,843

        維持補修費 1,040,845

        減価償却費 6,211,275

        その他 788

        その他 643,625

      物件費等 12,869,014

        物件費 5,616,106

        職員給与費 3,871,985

        賞与等引当金繰入額 270,214

        退職手当引当金繰入額 -327,666

  経常費用 35,673,006

    業務費用 18,062,082

      人件費 4,458,157

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 148,941,455 203,551,447 -54,609,992 -

  純行政コスト（△） -33,892,323 -33,892,323 -

  財源 35,294,447 35,294,447 -

    税収等 24,296,781 24,296,781 -

    国県等補助金 10,997,666 10,997,666 -

  本年度差額 1,402,124 1,402,124 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,410,645 1,410,645

    有形固定資産等の増加 4,565,185 -4,565,185

    有形固定資産等の減少 -6,527,613 6,527,613

    貸付金・基金等の増加 2,038,456 -2,038,456

    貸付金・基金等の減少 -1,486,673 1,486,673

  資産評価差額 26,854 26,854

  無償所管換等 1,746,098 1,746,098

  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 -305,942 - -305,942

  本年度純資産変動額 2,869,133 362,306 2,506,827 -

本年度末純資産残高 151,810,588 203,913,754 -52,103,165 -

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 248,597

本年度歳計外現金増減額 -24,184

本年度末歳計外現金残高 224,413

本年度末現金預金残高 2,013,121

財務活動収支 -1,515,596

本年度資金収支額 436,675

前年度末資金残高 1,352,034

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,788,708

    地方債等償還支出 5,374,196

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,858,600

    地方債等発行収入 3,858,600

    その他の収入 -

    資産売却収入 39,761

    その他の収入 65,756

投資活動収支 -2,282,528

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,374,196

    その他の支出 10,000

  投資活動収入 3,082,293

    国県等補助金収入 2,584,244

    基金取崩収入 391,545

    貸付金元金回収収入 987

  投資活動支出 5,364,821

    公共施設等整備費支出 4,383,986

    基金積立金支出 477,962

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 492,874

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,275

  臨時収入 -

業務活動収支 4,234,799

【投資活動収支】

    税収等収入 24,257,830

    国県等補助金収入 7,844,789

    使用料及び手数料収入 1,118,770

    その他の収入 736,121

  臨時支出 1,275

    移転費用支出 17,638,000

      補助金等支出 14,007,878

      社会保障給付支出 3,335,721

      その他の支出 294,401

  業務収入 33,957,510

    業務費用支出 12,083,436

      人件費支出 4,780,643

      物件費等支出 6,846,846

      支払利息支出 440,299

      その他の支出 15,647

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 29,721,436


