
【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 158,434,528   固定負債 89,025,794

    有形固定資産 141,028,754     地方債等 45,289,871

      事業用資産 56,818,266     長期未払金 934

        土地 32,128,119     退職手当引当金 6,546,954

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 69,974,044     その他 37,188,035

        建物減価償却累計額 -45,998,598   流動負債 7,423,376

        工作物 712,703     １年内償還予定地方債等 3,753,814

        工作物減価償却累計額 -470,240     未払金 2,281,095

        船舶 -     未払費用 1,954

        船舶減価償却累計額 -     前受金 16,090

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 607,291

        航空機 -     預り金 671,486

        航空機減価償却累計額 -     その他 91,646

        その他 11 負債合計 96,449,170

        その他減価償却累計額 -11 【純資産の部】

        建設仮勘定 472,237   固定資産等形成分 162,240,771

      インフラ資産 81,698,784   余剰分（不足分） -87,372,904

        土地 13,083,193   他団体出資等分 -

        建物 2,702,934

        建物減価償却累計額 -1,418,119

        工作物 90,490,882

        工作物減価償却累計額 -25,278,470

        その他 5,661,224

        その他減価償却累計額 -4,067,607

        建設仮勘定 524,748

      物品 13,227,197

      物品減価償却累計額 -10,715,493

    無形固定資産 7,569,252

      ソフトウェア 168,040

      その他 7,401,212

    投資その他の資産 9,836,522

      投資及び出資金 112,737

        有価証券 99,131

        出資金 13,606

        その他 -

      長期延滞債権 1,005,565

      長期貸付金 9,649

      基金 8,887,350

        減債基金 -

        その他 8,887,350

      その他 19,808

      徴収不能引当金 -198,587

  流動資産 12,882,510

    現金預金 7,599,692

    未収金 1,450,194

    短期貸付金 7,071

    基金 3,799,173

      財政調整基金 3,799,173

      減債基金 -

    棚卸資産 17,839

    その他 114,832

    徴収不能引当金 -106,292

  繰延資産 - 純資産合計 74,867,867

資産合計 171,317,037 負債及び純資産合計 171,317,037

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 849

    その他 32,898

純行政コスト 70,148,208

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 20,848

  臨時利益 33,747

  臨時損失 129,104

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 108,257

    使用料及び手数料 4,347,088

    その他 4,341,266

純経常行政コスト 70,052,851

      社会保障給付 10,961,503

      その他 331,081

  経常収益 8,688,354

        その他 2,632,193

    移転費用 51,830,705

      補助金等 40,538,121

      その他の業務費用 3,488,459

        支払利息 742,293

        徴収不能引当金繰入額 113,973

        維持補修費 730,987

        減価償却費 5,120,083

        その他 61,659

        その他 1,094,249

      物件費等 14,111,329

        物件費 8,198,601

        職員給与費 7,142,654

        賞与等引当金繰入額 588,729

        退職手当引当金繰入額 485,080

  経常費用 78,741,205

    業務費用 26,910,501

      人件費 9,310,712

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 64,035,973 163,346,572 -99,310,599 -

  純行政コスト（△） -70,148,208 -70,148,208 -

  財源 70,422,224 70,422,224 -

    税収等 46,761,040 46,761,040 -

    国府等補助金 23,661,184 23,661,184 -

  本年度差額 274,016 274,016 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 131,613 131,613

  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 73,960 - 73,960 -

  その他 10,352,305 -462,000 10,814,305

  本年度純資産変動額 10,831,894 -1,105,801 11,937,695 -

本年度末純資産残高 74,867,867 162,240,771 -87,372,904 -

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）

本年度末歳計外現金残高 519,067

本年度末現金預金残高 7,599,692

財務活動収支

本年度資金収支額 197,257

前年度末資金残高 6,883,368

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 7,080,625

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高 547,149

本年度歳計外現金増減額 -28,083

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国府等補助金収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    その他の収入

  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】

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国府等補助金収入

    使用料及び手数料収入

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


