
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,049,859 固定負債 8,357,740

有形固定資産 23,176,647 地方債 7,114,479
事業用資産 10,171,908 長期未払金 -

土地 3,232,173 退職手当引当金 716,689
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 14,733,974 その他 526,572
建物減価償却累計額 △ 8,096,961 流動負債 488,525
工作物 861,057 1年内償還予定地方債 395,393
工作物減価償却累計額 △ 619,174 未払金 7,091
船舶 110 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 76 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 63,604
航空機 - 預り金 22,338
航空機減価償却累計額 - その他 98
その他 - 8,846,264
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 60,805 固定資産等形成分 25,759,399

インフラ資産 12,886,345 余剰分（不足分） △ 6,962,786
土地 256,627 他団体出資等分 -
建物 4,642,657
建物減価償却累計額 △ 2,611,782
工作物 20,501,997
工作物減価償却累計額 △ 10,034,205
その他 483,282
その他減価償却累計額 △ 352,231
建設仮勘定 -

物品 586,877
物品減価償却累計額 △ 468,484

無形固定資産 11,716
ソフトウェア 11,570
その他 146

投資その他の資産 1,861,496
投資及び出資金 9,615

有価証券 4,981
出資金 4,634
その他 -

長期延滞債権 133,131
長期貸付金 21,513
基金 1,662,648

減債基金 153,000
その他 1,509,648

その他 40,373
徴収不能引当金 △ 5,782

流動資産 2,593,019
現金預金 1,774,579
未収金 74,257
短期貸付金 3,580
基金 749,349

財政調整基金 749,349
減債基金 -

棚卸資産 156
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,902

繰延資産 - 18,796,613
27,642,878 27,642,878

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

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

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

-

6,938

3

6,935

6,735,647

-

1,829,369

4,599

602,376

404,572

197,804

6,742,585

-

-

-

2,198,039

62,368

2,241,995

1,137,147

232,128

862,098

10,622

140,579

96,909

7,114

36,557

4,033,027

1,351

【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

7,344,961

3,311,934

929,360

802,037

63,604



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 25,663,040 △ 6,939,140 -

純行政コスト（△） 6,735,647 -

財源 6,805,358 -

税収等 4,628,331 -

国県等補助金 2,177,028 -

本年度差額 69,711 -

固定資産等の変動（内部変動） 91,741 △ 91,741

有形固定資産等の増加 903,432 △ 903,432

有形固定資産等の減少 △ 803,274 803,274

貸付金・基金等の増加 74,227 △ 74,227

貸付金・基金等の減少 △ 82,644 82,644

資産評価差額 △ 257

無償所管換等 3,341

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 1,534 △ 1,615

本年度純資産変動額 96,359 △ 23,645 -

本年度末純資産残高 25,759,399 △ 6,962,786 -18,796,613

3,341

-

-

-

△ 81

72,713

△ 257

18,723,900

6,735,647

6,805,358

4,628,331

2,177,028

69,711

【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 6,421,161

業務費用支出 2,387,752

人件費支出 929,851

物件費等支出 1,331,235

支払利息支出 96,908

その他の支出 29,758

移転費用支出 4,033,409

補助金等支出 2,198,421

社会保障給付支出 1,829,369

その他の支出 4,599

業務収入 7,195,109

税収等収入 4,514,664

国県等補助金収入 2,060,157

使用料及び手数料収入 296,922

その他の収入 323,365

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 773,947

【投資活動収支】

投資活動支出 1,055,241

公共施設等整備費支出 977,470

基金積立金支出 71,645

投資及び出資金支出 10

貸付金支出 1,620

その他の支出 4,496

投資活動収入 206,418

国県等補助金収入 100,048

基金取崩収入 83,161

貸付金元金回収収入 3,762

資産売却収入 3

その他の収入 19,444

投資活動収支 △ 848,822

【財務活動収支】

財務活動支出 363,613

地方債償還支出 362,723

その他の支出 890

財務活動収入 541,066

地方債発行収入 541,066

その他の収入 -

財務活動収支 177,453

102,578

1,649,663

比例連結割合変更に伴う差額 -

1,752,241

前年度末歳計外現金残高 21,483

本年度歳計外現金増減額 855

本年度末歳計外現金残高 22,338

本年度末現金預金残高 1,774,579

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


