
【様式第1号】

全体会計 （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 151,093,178   固定負債 86,662,922

    有形固定資産 135,147,818     地方債等 44,061,000

      事業用資産 55,157,972     長期未払金 934

        土地 31,311,645     退職手当引当金 6,038,640

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 67,804,166     その他 36,562,348

        建物減価償却累計額 -44,554,415   流動負債 6,390,788

        工作物 184,966     １年内償還予定地方債等 3,615,697

        工作物減価償却累計額 -58,528     未払金 1,498,193

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 570,040

        航空機 -     預り金 638,216

        航空機減価償却累計額 -     その他 68,642

        その他 - 負債合計 93,053,711

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 470,139   固定資産等形成分 154,899,422

      インフラ資産 78,835,655   余剰分（不足分） -86,028,017

        土地 12,805,200   他団体出資等分 -

        建物 1,598,114

        建物減価償却累計額 -814,266

        工作物 86,553,951

        工作物減価償却累計額 -22,960,358

        その他 5,659,713

        その他減価償却累計額 -4,067,607

        建設仮勘定 60,906

      物品 2,881,221

      物品減価償却累計額 -1,727,030

    無形固定資産 7,386,703

      ソフトウェア 20,883

      その他 7,365,820

    投資その他の資産 8,558,657

      投資及び出資金 475,321

        有価証券 -

        出資金 475,321

        その他 -

      長期延滞債権 1,005,565

      長期貸付金 9,649

      基金 7,266,424

        減債基金 -

        その他 7,266,424

      その他 113

      徴収不能引当金 -198,415

  流動資産 10,831,938

    現金預金 5,790,099

    未収金 1,238,609

    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 14,825

    その他 87,610

    徴収不能引当金 -105,448

  繰延資産 - 純資産合計 68,871,405

資産合計 161,925,116 負債及び純資産合計 161,925,116

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 827

    その他 22,844

純行政コスト 58,034,143

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,284

  臨時利益 23,671

  臨時損失 123,541

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 108,257

    使用料及び手数料 3,927,410

    その他 518,182

純経常行政コスト 57,934,274

      社会保障給付 10,960,568

      その他 6,006

  経常収益 4,445,592

        その他 509,342

    移転費用 40,709,565

      補助金等 29,742,991

      その他の業務費用 1,334,977

        支払利息 712,457

        徴収不能引当金繰入額 113,178

        維持補修費 591,781

        減価償却費 4,492,363

        その他 1,518

        その他 846,341

      物件費等 12,133,983

        物件費 7,048,321

        職員給与費 6,350,786

        賞与等引当金繰入額 559,338

        退職手当引当金繰入額 444,875

  経常費用 62,379,865

    業務費用 21,670,300

      人件費 8,201,340

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】

全体会計 （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 57,700,203 155,272,476 -97,572,273 -

  純行政コスト（△） -58,034,143 -58,034,143 -

  財源 58,260,695 58,260,695 -

    税収等 40,702,186 40,702,186 -

    国府等補助金 17,558,509 17,558,509 -

  本年度差額 226,551 226,551 -

  固定資産等の変動（内部変動） -503,400 503,400

    有形固定資産等の増加 4,189,437 -4,189,437

    有形固定資産等の減少 -4,600,620 4,600,620

    貸付金・基金等の増加 2,505,572 -2,505,572

    貸付金・基金等の減少 -2,597,789 2,597,789

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 130,346 130,346

  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 10,814,305 - 10,814,305

  本年度純資産変動額 11,171,202 -373,054 11,544,256 -

本年度末純資産残高 68,871,405 154,899,422 -86,028,017 -

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】

全体会計 （単位：千円）

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

本年度末歳計外現金残高 519,067

本年度末現金預金残高 5,790,099

財務活動収支 -133,830

本年度資金収支額 -304,624

前年度末資金残高 5,575,655

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,271,032

    地方債等償還支出 3,492,181

    その他の支出 287,775

  財務活動収入 3,646,126

    地方債等発行収入 3,295,700

    その他の収入 350,426

    資産売却収入 827

    その他の収入 268,164

投資活動収支 -3,046,307

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,779,955

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,329,314

    国府等補助金収入 651,620

    基金取崩収入 259,293

    貸付金元金回収収入 1,149,410

  投資活動支出 5,375,621

    公共施設等整備費支出 3,941,452

    基金積立金支出 291,660

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,142,510

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,074

  臨時収入 646,832

業務活動収支 2,875,513

【投資活動収支】

    税収等収入 38,955,708

    国府等補助金収入 16,595,311

    使用料及び手数料収入 3,802,519

    その他の収入 500,821

  臨時支出 15,074

    移転費用支出 40,709,565

      補助金等支出 29,742,991

      社会保障給付支出 10,960,568

      その他の支出 6,006

  業務収入 59,854,359

    業務費用支出 16,901,038

      人件費支出 8,191,146

      物件費等支出 7,575,162

      支払利息支出 712,457

      その他の支出 422,273

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】

  業務支出 57,610,603


