
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 120,421,766 固定負債 42,973,076
有形固定資産 112,356,426 地方債等 27,067,482
事業用資産 29,757,553 長期未払金 970,065
土地 9,870,827 退職手当引当金 3,153,454
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 39,721,894 その他 11,782,075
建物減価償却累計額 △ 23,510,055 流動負債 4,906,786
工作物 10,643,407 １年内償還予定地方債等 3,009,653
工作物減価償却累計額 △ 8,113,874 未払金 1,277,536
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 2,177
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 322,881
航空機 - 預り金 289,657
航空機減価償却累計額 - その他 4,882
その他 7,123 47,879,862
その他減価償却累計額 △ 3,526 【純資産の部】
建設仮勘定 714,699 固定資産等形成分 124,938,665

インフラ資産 80,441,906 余剰分（不足分） △ 43,170,687
土地 2,165,031 他団体出資等分 -
建物 6,358,090
建物減価償却累計額 △ 1,783,454
工作物 172,663,394
工作物減価償却累計額 △ 98,998,980
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 37,825

物品 7,143,966
物品減価償却累計額 △ 4,986,999

無形固定資産 1,488,073
ソフトウェア 2,775
その他 1,485,298

投資その他の資産 6,577,267
投資及び出資金 139,839
有価証券 12,212
出資金 127,627
その他 -

長期延滞債権 1,012,639
長期貸付金 26,259
基金 5,446,990
減債基金 -
その他 5,446,990

その他 12,964
徴収不能引当金 △ 61,424

流動資産 9,226,074
現金預金 3,495,030
未収金 776,629
短期貸付金 -
基金 4,516,899
財政調整基金 4,000,751
減債基金 516,148

棚卸資産 459,291
その他 843
徴収不能引当金 △ 22,619

繰延資産 - 81,767,978

129,647,840 129,647,840

連結貸借対照表
（平成２９年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 37,546,322
業務費用 18,321,457
人件費 5,344,672
職員給与費 4,500,042
賞与等引当金繰入額 303,050
退職手当引当金繰入額 367,041
その他 174,540

物件費等 12,082,746
物件費 5,489,784
維持補修費 1,460,172
減価償却費 5,079,053
その他 53,737

その他の業務費用 894,039
支払利息 415,363
徴収不能引当金繰入額 118,929
その他 359,747

移転費用 19,224,865
補助金等 12,614,697
社会保障給付 6,407,215
その他 200,821

経常収益 4,138,310
使用料及び手数料 3,450,850
その他 687,460

純経常行政コスト △ 33,408,012
臨時損失 155,057
災害復旧事業費 -
資産除売却損 128,101
損失補償等引当金繰入額 -
その他 26,956

臨時利益 215
資産売却益 214
その他 1

純行政コスト △ 33,562,853

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



（単位：千円）

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 84,271,508 127,575,975 △ 43,304,468 -
純行政コスト（△） △ 33,562,853 △ 33,562,853 -
財源 30,799,388 30,799,388 -
税収等 22,122,708 22,122,708 -
国県等補助金 8,676,680 8,676,680 -

本年度差額 △ 2,763,465 △ 2,763,465 -
固定資産の変動（内部変動） △ 2,894,817 2,894,817
有形固定資産等の増加 3,222,967 △ 3,222,967
有形固定資産等の減少 △ 5,318,188 5,318,188
貸付金・基金等の増加 256,950 △ 256,950
貸付金・基金等の減少 △ 1,056,546 1,056,546

資産評価差額 - -
無償所管換等 257,507 257,507
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 2,428 2,428
本年度純資産変動額 △ 2,503,530 △ 2,637,310 133,780 -
本年度末純資産残高 81,767,978 124,938,665 △ 43,170,687 -

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 31,857,910
業務費用支出 12,380,058
人件費支出 5,115,027
物件費等支出 6,789,176
支払利息支出 415,350
その他の支出 60,505

移転費用支出 19,477,852
補助金等支出 12,608,209
社会保障給付支出 6,407,215
その他の支出 461,075

業務収入 34,251,664
税収等収入 22,306,758
国県等補助金収入 8,615,545
使用料及び手数料収入 3,582,297
その他の収入 △ 252,935

臨時支出 12
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 12

臨時収入 2,202
業務活動収支 2,395,944
【投資活動収支】
投資活動支出 3,309,959
公共施設等整備費支出 2,559,744
基金積立金支出 711,805
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 8,910

投資活動収入 1,907,964
国県等補助金収入 647,567
基金取崩収入 854,625
貸付金元金回収収入 29,500
資産売却収入 313,443
その他の収入 62,829

投資活動収支 △ 1,401,994
【財務活動収支】
財務活動支出 2,845,767
地方債等償還支出 2,795,640
その他の支出 50,127

財務活動収入 2,006,665
地方債等発行収入 1,964,800
その他の収入 41,865

財務活動収支 △ 839,102
本年度資金収支額 154,848
前年度末資金残高 2,972,678
本年度末資金残高 3,127,526

前年度末歳計外現金残高 368,818
本年度歳計外現金増減額 △ 1,314
本年度末歳計外現金残高 367,504
本年度末現金預金残高 3,495,030

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


