
【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 2,828,595,212   固定負債 1,250,675,378

    有形固定資産 2,761,134,128     地方債等 1,011,664,858

      事業用資産 908,724,825     長期未払金 1,280,716

        土地 615,348,833     退職手当引当金 42,560,927

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,303,634

        建物 660,083,190     その他 191,865,243

        建物減価償却累計額 -384,423,001   流動負債 153,874,085

        工作物 31,132,197     １年内償還予定地方債等 126,776,702

        工作物減価償却累計額 -22,070,855     未払金 9,400,039

        船舶 916,594     未払費用 614,301

        船舶減価償却累計額 -857,200     前受金 2,073,888

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 6,206,047

        航空機 1,778,700     預り金 8,111,884

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 691,224

        その他 7,998,756 負債合計 1,404,549,463

        その他減価償却累計額 -6,522,997 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,119,308   固定資産等形成分 2,936,583,504

      インフラ資産 1,833,472,447   余剰分（不足分） -1,360,995,985

        土地 744,468,630   他団体出資等分 1,163,217

        建物 53,347,689

        建物減価償却累計額 -29,184,760

        工作物 2,217,107,703

        工作物減価償却累計額 -1,333,335,380

        その他 93,279,750

        その他減価償却累計額 -58,453,446

        建設仮勘定 146,242,261

      物品 48,715,584

      物品減価償却累計額 -29,778,728

    無形固定資産 31,313,810

      ソフトウェア 22,592,976

      その他 8,720,834

    投資その他の資産 36,147,274

      投資及び出資金 2,828,895

        有価証券 1,499,056

        出資金 1,329,839

        その他 -

      長期延滞債権 9,025,929

      長期貸付金 2,596,145

      基金 21,453,704

        減債基金 -

        その他 21,453,704

      その他 1,638,396

      徴収不能引当金 -1,395,795

  流動資産 152,704,987

    現金預金 26,687,129

    未収金 9,276,695

    短期貸付金 101,287

    基金 107,887,004

      財政調整基金 7,132,535

      減債基金 100,754,469

    棚卸資産 9,518,135

    その他 100,805

    徴収不能引当金 -866,068

  繰延資産 - 純資産合計 1,576,750,736

資産合計 2,981,300,199 負債及び純資産合計 2,981,300,199

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）

    その他 117,432

純行政コスト 510,640,151

    その他 716,894

  臨時利益 122,522

    資産売却益 5,090

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,321,875

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 61,321,598

純経常行政コスト 506,723,904

  臨時損失 4,038,769

      その他 650,056

  経常収益 101,678,133

    使用料及び手数料 40,356,535

    移転費用 343,891,464

      補助金等 263,086,703

      社会保障給付 80,154,705

        支払利息 15,264,892

        徴収不能引当金繰入額 1,496,394

        その他 14,312,925

        減価償却費 63,774,706

        その他 140,844

      その他の業務費用 31,074,211

      物件費等 153,027,139

        物件費 85,765,953

        維持補修費 3,345,636

        賞与等引当金繰入額 5,979,317

        退職手当引当金繰入額 3,188,865

        その他 11,895,472

    業務費用 264,510,573

      人件費 80,409,223

        職員給与費 59,345,569

  経常費用 608,402,037

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】

（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 1,578,447,853 2,969,385,010 -1,391,541,475 604,318

  純行政コスト（△） -510,640,151 -509,162,473 -1,477,678

  財源 504,296,235 502,259,657 2,036,578

    税収等 359,593,634 358,455,608 1,138,026

    国県等補助金 144,702,601 143,804,049 898,552

  本年度差額 -6,343,916 -6,902,816 558,900

  固定資産等の変動（内部変動） -36,902,858 36,902,858

    有形固定資産等の増加 33,044,193 -33,044,052

    有形固定資産等の減少 -54,393,620 54,393,620

    貸付金・基金等の増加 73,490,398 -73,490,398

    貸付金・基金等の減少 -89,043,829 89,043,688

  資産評価差額 6,760,756 6,760,756

  無償所管換等 358,472 358,472

  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 -2,472,429 -3,017,877 545,448

  本年度純資産変動額 -1,697,117 -32,801,507 30,545,490 558,900

本年度末純資産残高 1,576,750,736 2,936,583,503 -1,360,995,985 1,163,218

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）

本年度末歳計外現金残高 8,034,590

本年度末現金預金残高 26,687,129

本年度末資金残高 18,652,539

前年度末歳計外現金残高 7,747,280

本年度歳計外現金増減額 287,310

本年度資金収支額 -6,177,954

前年度末資金残高 24,830,493

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 91,852,965

    その他の収入 -691,459

財務活動収支 -13,792,326

    地方債等償還支出 94,938,330

    その他の支出 10,015,502

  財務活動収入 91,161,506

投資活動収支 -36,990,438

【財務活動収支】

  財務活動支出 104,953,832

    貸付金元金回収収入 -718,669

    資産売却収入 304,178

    その他の収入 32,799,032

  投資活動収入 65,688,936

    国県等補助金収入 9,538,667

    基金取崩収入 23,765,728

    投資及び出資金支出 32,483,581

    貸付金支出 -609,513

    その他の支出 19,728

  投資活動支出 102,679,374

    公共施設等整備費支出 36,060,147

    基金積立金支出 34,725,431

  臨時収入 4,010,338

業務活動収支 44,604,810

【投資活動収支】

  臨時支出 213,607

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 213,607

    国県等補助金収入 134,797,535

    使用料及び手数料収入 26,322,471

    その他の収入 66,275,845

      その他の支出 669,668

  業務収入 570,940,993

    税収等収入 343,545,142

    移転費用支出 343,760,464

      補助金等支出 262,936,091

      社会保障給付支出 80,154,705

      物件費等支出 82,314,514

      支払利息支出 15,078,762

      その他の支出 16,804,225

  業務支出 530,132,914

    業務費用支出 186,372,450

      人件費支出 72,174,949

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】


