
【様式第1号】

【連結会計】 （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 19,505,594   固定負債 6,993,451

    有形固定資産 17,310,314     地方債等 4,511,262

      事業用資産 8,374,671     長期未払金 654,141

        土地 2,352,980     退職手当引当金 912,537

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,181,859     その他 915,511

        建物減価償却累計額 -6,319,911   流動負債 594,628

        工作物 200,956     １年内償還予定地方債等 520,416

        工作物減価償却累計額 -160,322     未払金 8,311

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 61,617

        航空機 -     預り金 3,939

        航空機減価償却累計額 -     その他 344

        その他 - 負債合計 7,588,079

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,119,110   固定資産等形成分 20,407,765

      インフラ資産 8,798,394   余剰分（不足分） -6,300,875

        土地 44,538   他団体出資等分 -

        建物 98,948

        建物減価償却累計額 -40,771

        工作物 20,828,776

        工作物減価償却累計額 -12,201,969

        その他 356,937

        その他減価償却累計額 -301,279

        建設仮勘定 13,214

      物品 567,034

      物品減価償却累計額 -429,787

    無形固定資産 4,379

      ソフトウェア 4,379

      その他 -

    投資その他の資産 2,190,901

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      長期延滞債権 98,619

      長期貸付金 -

      基金 1,939,267

        減債基金 75,001

        その他 1,864,266

      その他 34

      徴収不能引当金 -4,887

  流動資産 2,189,367

    現金預金 1,029,236

    未収金 172,371

    短期貸付金 -

    基金 902,171

      財政調整基金 900,408

      減債基金 1,763

    棚卸資産 51,911

    その他 35,078

    徴収不能引当金 -1,401

  繰延資産 8 純資産合計 14,106,889

資産合計 21,694,968 負債及び純資産合計 21,694,968

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【連結会計】 （単位：千円）

    資産売却益 700

    その他 3,000

純行政コスト 7,351,511

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13,767

  臨時利益 3,700

  臨時損失 29,810

    災害復旧事業費 16,043

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 725,524

    その他 161,645

純経常行政コスト 7,325,402

      社会保障給付 1,671,060

      その他 38,538

  経常収益 887,169

        その他 59,849

    移転費用 4,966,317

      補助金等 3,057,248

      その他の業務費用 193,720

        支払利息 134,512

        徴収不能引当金繰入額 -641

        維持補修費 117,634

        減価償却費 734,304

        その他 6,532

        その他 294,525

      物件費等 1,833,733

        物件費 975,262

        職員給与費 833,418

        賞与等引当金繰入額 61,617

        退職手当引当金繰入額 29,240

  経常費用 8,212,571

    業務費用 3,246,253

      人件費 1,218,801

科目名 金額

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



【様式第3号】

【連結会計】 （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 12,339,300 18,015,606 -5,676,306 -

  純行政コスト（△） -7,351,511 -7,351,511 -

  財源 7,809,422 7,809,422 -

    税収等 5,658,790 5,658,790 -

    国県等補助金 2,150,631 2,150,631 -

  本年度差額 457,910 457,910 -

  固定資産等の変動（内部変動） 95,484 -95,484

    有形固定資産等の増加 761,823 -761,823

    有形固定資産等の減少 -710,211 710,211

    貸付金・基金等の増加 128,187 -128,187

    貸付金・基金等の減少 -84,315 84,315

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 1,309,679 2,290,542 -980,864 -

  その他 0 6,132 -6,132

  本年度純資産変動額 1,767,589 2,392,158 -624,569 -

本年度末純資産残高 14,106,889 20,407,765 -6,300,875 -

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】

【連結会計】 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 3,322

本年度歳計外現金増減額 -230

本年度末歳計外現金残高 3,091

本年度末現金預金残高 1,029,236

財務活動収支 -314,271

本年度資金収支額 -36,026

前年度末資金残高 983,206

比例連結割合変更に伴う差額 78,965

本年度末資金残高 1,026,145

    地方債等償還支出 1,048,209

    その他の支出 2,860

  財務活動収入 736,798

    地方債等発行収入 736,798

    その他の収入 -

    資産売却収入 700

    その他の収入 546

投資活動収支 -561,964

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,051,069

    その他の支出 -

  投資活動収入 334,682

    国県等補助金収入 264,157

    基金取崩収入 49,278

    貸付金元金回収収入 20,000

  投資活動支出 896,646

    公共施設等整備費支出 761,015

    基金積立金支出 115,630

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,000

    災害復旧事業費支出 16,043

    その他の支出 -

  臨時収入 3,839

業務活動収支 840,208

【投資活動収支】

    税収等収入 5,646,201

    国県等補助金収入 1,865,633

    使用料及び手数料収入 724,754

    その他の収入 129,862

  臨時支出 16,043

    移転費用支出 4,966,373

      補助金等支出 3,057,304

      社会保障給付支出 1,671,060

      その他の支出 38,538

  業務収入 8,366,450

    業務費用支出 2,547,665

      人件費支出 1,247,614

      物件費等支出 1,106,142

      支払利息支出 134,509

      その他の支出 59,400

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,514,038

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


