
【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 38,521,985   固定負債 6,051,866

    有形固定資産 34,922,633     地方債等 4,039,415

      事業用資産 13,713,824     長期未払金 652,498

        土地 7,731,558     退職手当引当金 700,376

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,833,123     その他 659,577

        建物減価償却累計額 △ 7,688,579   流動負債 513,208

        工作物 212,064     １年内償還予定地方債等 360,233

        工作物減価償却累計額 △ 157,567     未払金 35,430

        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 58,389

        航空機 -     預り金 58,706

        航空機減価償却累計額 -     その他 452

        その他 - 負債合計 6,565,074

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 783,225   固定資産等形成分 38,900,425

      インフラ資産 21,090,435   余剰分（不足分） △ 5,504,972

        土地 18,328,510   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 5,007,403

        工作物減価償却累計額 △ 2,289,868

        その他 147,028

        その他減価償却累計額 △ 102,638

        建設仮勘定 -

      物品 515,568

      物品減価償却累計額 △ 397,194

    無形固定資産 54,036

      ソフトウェア 54,036

      その他 -

    投資その他の資産 3,545,316

      投資及び出資金 11,472

        有価証券 -

        出資金 11,472

        その他 -

      長期延滞債権 70,052

      長期貸付金 -

      基金 3,464,681

        減債基金 600,747

        その他 2,863,934

      その他 3,000

      徴収不能引当金 △ 3,889

  流動資産 1,438,536

    現金預金 673,778

    未収金 72,185

    短期貸付金 -

    基金 378,440

      財政調整基金 376,677

      減債基金 1,763

    棚卸資産 270,910

    その他 44,550

    徴収不能引当金 △ 1,327

  繰延資産 6 純資産合計 33,395,454

資産合計 39,960,528 負債及び純資産合計 39,960,528

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 -

    その他 98

純行政コスト 6,541,366

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 64,814

  臨時利益 98

  臨時損失 74,734

    災害復旧事業費 9,920

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 473,626

    その他 178,605

純経常行政コスト 6,466,731

      社会保障給付 1,400,427

      その他 4,079

  経常収益 652,232

        その他 35,238

    移転費用 4,495,515

      補助金等 3,091,010

      その他の業務費用 81,839

        支払利息 56,592

        徴収不能引当金繰入額 △ 9,990

        維持補修費 140,424

        減価償却費 430,520

        その他 10,279

        その他 335,692

      物件費等 1,328,802

        物件費 747,579

        職員給与費 735,758

        賞与等引当金繰入額 58,389

        退職手当引当金繰入額 82,967

  経常費用 7,118,962

    業務費用 2,623,447

      人件費 1,212,806

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】

【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 31,809,190 36,493,783 △ 4,684,592 -

  純行政コスト（△） △ 6,541,366 △ 6,541,366 -

  財源 6,876,457 6,876,457 -

    税収等 5,024,413 5,024,413 -

    国県等補助金 1,852,045 1,852,045 -

  本年度差額 335,091 335,091 -

  固定資産等の変動（内部変動） 208,000 △ 208,000

    有形固定資産等の増加 569,636 △ 569,636

    有形固定資産等の減少 △ 405,116 405,116

    貸付金・基金等の増加 236,489 △ 236,489

    貸付金・基金等の減少 △ 193,009 193,009

  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 1,251,172 2,206,705 △ 955,533 -

  その他 0 △ 8,062 8,062

  本年度純資産変動額 1,586,263 2,406,643 △ 820,379 -

本年度末純資産残高 33,395,454 38,900,425 △ 5,504,972 -

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 60,156

本年度歳計外現金増減額 △ 1,502

本年度末歳計外現金残高 58,653

本年度末現金預金残高 673,778

財務活動収支 36,363

本年度資金収支額 252,855

前年度末資金残高 282,377

比例連結割合変更に伴う差額 79,892

本年度末資金残高 615,125

    地方債等償還支出 356,132

    その他の支出 8,073

  財務活動収入 400,568

    地方債等発行収入 400,568

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 4,042

投資活動収支 △ 461,284

【財務活動収支】

  財務活動支出 364,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 356,752

    国県等補助金収入 218,193

    基金取崩収入 134,517

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 818,036

    公共施設等整備費支出 571,342

    基金積立金支出 246,694

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 9,920

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 677,776

【投資活動収支】

    税収等収入 5,026,863

    国県等補助金収入 1,757,654

    使用料及び手数料収入 474,455

    その他の収入 176,688

  臨時支出 9,920

    移転費用支出 4,495,021

      補助金等支出 3,091,092

      社会保障給付支出 1,400,427

      その他の支出 3,502

  業務収入 7,435,660

    業務費用支出 2,252,944

      人件費支出 1,189,249

      物件費等支出 972,023

      支払利息支出 56,690

      その他の支出 34,982

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 6,747,965


