
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 54,149,552 固定負債 6,223,023

有形固定資産 51,960,380 地方債 3,671,393
事業用資産 10,984,894 長期未払金 -

土地 6,118,994 退職手当引当金 1,308,107
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,053,515 その他 1,243,523
建物減価償却累計額 △ 8,947,163 流動負債 695,471
工作物 1,440,547 1年内償還予定地方債 527,523
工作物減価償却累計額 △ 977,657 未払金 14,344
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 91,688
航空機 - 預り金 47,215
航空機減価償却累計額 - その他 14,702
その他 48 6,918,494
その他減価償却累計額 △ 38 【純資産の部】
建設仮勘定 30,906 固定資産等形成分 54,972,683

インフラ資産 39,877,412 余剰分（不足分） △ 5,714,475
土地 1,189,491 他団体出資等分 -
建物 557,518
建物減価償却累計額 △ 234,161
工作物 93,423,444
工作物減価償却累計額 △ 55,062,050
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 3,171

物品 2,434,392
物品減価償却累計額 △ 1,336,319

無形固定資産 191,598
ソフトウェア 9,234
その他 182,364

投資その他の資産 1,997,574
投資及び出資金 44,096

有価証券 31,966
出資金 12,129
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 70,511
長期貸付金 72
基金 1,787,387

減債基金 74,798
その他 1,712,589

その他 101,219
徴収不能引当金 △ 5,711

流動資産 2,026,604
現金預金 1,156,354
未収金 49,686
短期貸付金 -
基金 823,132

財政調整基金 823,132
減債基金 -

棚卸資産 651
その他 541
徴収不能引当金 △ 3,758

繰延資産 546 49,258,208
56,176,702 56,176,702

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

232

3,996

3,996

-

10,715,734

-

2,517,899

346,976

9,975

704,283

358,909

345,374

10,709,301

10,429

-

10,197

-

3,117,282

128,403

3,855,136

1,412,293

154,922

2,284,223

3,698

174,621

42,497

3,471

128,653

5,992,133

642

【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

11,413,584

5,421,451

1,391,693

1,170,960

91,688



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 56,363,849 △ 5,851,422 -

純行政コスト（△） 10,715,734 -

財源 9,456,192 -

税収等 6,818,577 -

国県等補助金 2,637,615 -

本年度差額 △ 1,259,542 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,392,580 1,392,580

有形固定資産等の増加 853,304 △ 853,304

有形固定資産等の減少 △ 2,319,792 2,319,792

貸付金・基金等の増加 261,786 △ 261,786

貸付金・基金等の減少 △ 187,879 187,879

資産評価差額 △ 555

無償所管換等 839

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 1,130 3,909

本年度純資産変動額 △ 1,391,165 136,947 -

本年度末純資産残高 54,972,683 △ 5,714,475 -49,258,208

839

-

-

-

5,039

△ 1,254,218

△ 555

50,512,426

10,715,734

9,456,192

6,818,577

2,637,615

△ 1,259,542

【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



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,097,566

業務費用支出 3,105,198

人件費支出 1,390,969

物件費等支出 1,578,249

支払利息支出 42,497

その他の支出 93,483

移転費用支出 5,992,368

補助金等支出 3,117,286

社会保障給付支出 2,517,899

他会計への繰出支出 346,976

その他の支出 10,207

業務収入 9,926,130

税収等収入 6,789,336

国県等補助金収入 2,466,322

使用料及び手数料収入 359,443

その他の収入 311,029

臨時支出 10

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 10

臨時収入 -

業務活動収支 828,553

【投資活動収支】

投資活動支出 1,093,237

公共施設等整備費支出 853,303

基金積立金支出 202,475

投資及び出資金支出 8

貸付金支出 37,000

その他の支出 451

投資活動収入 365,787

国県等補助金収入 155,369

基金取崩収入 158,118

貸付金元金回収収入 37,008

資産売却収入 5,279

その他の収入 10,012

投資活動収支 △ 727,450

【財務活動収支】

財務活動支出 560,342

地方債償還支出 548,139

その他の支出 12,203

財務活動収入 496,074

地方債発行収入 496,074

その他の収入 -

財務活動収支 △ 64,268

36,835

1,074,880

比例連結割合変更に伴う差額 -

1,111,715

前年度末歳計外現金残高 45,236

本年度歳計外現金増減額 △ 598

本年度末歳計外現金残高 44,639

本年度末現金預金残高 1,156,354

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


