
【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 193,932,364   固定負債 38,229,997

    有形固定資産 182,003,487     地方債等 27,448,973

      事業用資産 60,992,256     長期未払金 -

        土地 19,177,679     退職手当引当金 6,705,022

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,860

        建物 95,137,768     その他 4,071,142

        建物減価償却累計額 -54,402,884   流動負債 4,749,888

        工作物 2,359,142     １年内償還予定地方債等 3,323,326

        工作物減価償却累計額 -1,555,188     未払金 426,227

        船舶 -     未払費用 15,614

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,086

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 379,401

        航空機 -     預り金 313,542

        航空機減価償却累計額 -     その他 288,693

        その他 4,238 負債合計 42,979,884

        その他減価償却累計額 -847 【純資産の部】

        建設仮勘定 272,348   固定資産等形成分 201,413,801

      インフラ資産 118,876,460   余剰分（不足分） -37,289,677

        土地 17,295,980   他団体出資等分 311,529

        建物 299,879

        建物減価償却累計額 -163,378

        工作物 217,519,658

        工作物減価償却累計額 -117,119,971

        その他 1,595,839

        その他減価償却累計額 -1,011,633

        建設仮勘定 460,086

      物品 4,949,844

      物品減価償却累計額 -2,815,072

    無形固定資産 288,175

      ソフトウェア 286,837

      その他 1,337

    投資その他の資産 11,640,703

      投資及び出資金 285,547

        有価証券 -

        出資金 285,547

        その他 -

      長期延滞債権 612,167

      長期貸付金 660,542

      基金 10,117,434

        減債基金 -

        その他 10,117,434

      その他 10,582

      徴収不能引当金 -45,569

  流動資産 13,483,173

    現金預金 5,045,180

    未収金 393,504

    短期貸付金 22,348

    基金 7,459,088

      財政調整基金 7,459,088

      減債基金 -

    棚卸資産 558,827

    その他 5,408

    徴収不能引当金 -1,183

  繰延資産 - 純資産合計 164,435,653

資産合計 207,415,537 負債及び純資産合計 207,415,537

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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

  経常費用 49,638,483

    業務費用 24,372,186

      人件費 6,535,280

        職員給与費 5,227,581

        賞与等引当金繰入額 6,465

        退職手当引当金繰入額 188,463

        その他 1,112,771

      物件費等 16,992,096

        物件費 7,503,642

        維持補修費 1,107,414

        減価償却費 7,635,604

        その他 745,435

      その他の業務費用 844,810

        支払利息 388,945

        徴収不能引当金繰入額 46,878

        その他 408,988

    移転費用 25,266,297

      補助金等 15,745,114

      社会保障給付 9,390,135

      その他 131,048

  経常収益 4,411,486

    使用料及び手数料 2,406,524

    その他 2,004,963

純経常行政コスト 45,226,997

  臨時損失 144,153

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 144,003

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 150

  臨時利益 414,833

    資産売却益 34,469

    その他 380,364

純行政コスト 44,956,317



【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 165,259,943 204,057,259 -39,095,491 298,175

  純行政コスト（△） -44,956,317 -44,973,382 17,066

  財源 44,116,106 44,114,917 1,189

    税収等 30,573,632 30,573,632 -

    国県等補助金 13,542,474 13,541,285 1,189

  本年度差額 -840,210 -858,465 18,254

  固定資産等の変動（内部変動） -2,669,379 2,669,379

    有形固定資産等の増加 5,149,858 -5,149,858

    有形固定資産等の減少 -8,744,761 8,744,761

    貸付金・基金等の増加 2,262,589 -2,262,589

    貸付金・基金等の減少 -1,337,065 1,337,065

  資産評価差額 25,910 25,910

  無償所管換等 11 11

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 4,900 -4,900

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -10,001 - -10,001

  本年度純資産変動額 -824,290 -2,643,458 1,805,813 13,354

本年度末純資産残高 164,435,653 201,413,801 -37,289,677 311,529

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 41,103,451

    業務費用支出 15,837,154

      人件費支出 6,341,222

      物件費等支出 8,945,051

      支払利息支出 388,945

      その他の支出 161,936

    移転費用支出 25,266,297

      補助金等支出 15,745,114

      社会保障給付支出 9,390,135

      その他の支出 131,048

  業務収入 47,469,898

    税収等収入 30,641,383

    国県等補助金収入 12,559,831

    使用料及び手数料収入 2,412,406

    その他の収入 1,856,278

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 184,515

業務活動収支 6,550,961

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,407,676

    公共施設等整備費支出 3,931,198

    基金積立金支出 1,444,077

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 22,400

    その他の支出 10,001

  投資活動収入 1,128,792

    国県等補助金収入 839,081

    基金取崩収入 112,664

    貸付金元金回収収入 138,373

    資産売却収入 38,675

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,278,884

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,617,964

    地方債等償還支出 4,253,955

    その他の支出 364,009

  財務活動収入 1,762,240

    地方債等発行収入 1,762,240

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 256,898

本年度歳計外現金増減額 56,440

本年度末歳計外現金残高 313,338

本年度末現金預金残高 5,045,180

財務活動収支 -2,855,724

本年度資金収支額 -583,646

前年度末資金残高 5,315,488

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,731,842


