
【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 21,418,228  固定負債 4,826,610

    有形固定資産 19,549,767    地方債 3,476,334

      事業用資産 14,762,222    長期未払金 -

        土地 8,850,602    退職手当引当金 1,116,877

        立木竹 -    損失補償等引当金 5,399

        建物 13,432,782    その他 228,000

        建物減価償却累計額 -7,871,092  流動負債 322,182

        工作物 1,082,825    １年内償還予定地方債 252,725

        工作物減価償却累計額 -732,896    未払金 -

        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 53,287

        航空機 -    預り金 16,171

        航空機減価償却累計額 -    その他 -

        その他 -負債合計 5,148,792

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 -  固定資産等形成分 22,822,297

      インフラ資産 4,680,557  余剰分（不足分） -4,889,728

        土地 1,433,415

        建物 317,835

        建物減価償却累計額 -238,958

        工作物 10,781,656

        工作物減価償却累計額 -7,627,996

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,604

      物品 459,441

      物品減価償却累計額 -352,453

    無形固定資産 36,920

      ソフトウェア 36,920

      その他 -

    投資その他の資産 1,831,541

      投資及び出資金 85,900

        有価証券 -

        出資金 85,900

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 254,803

      長期貸付金 6,899

      基金 1,515,348

        減債基金 76

        その他 1,515,272

      その他 -

      徴収不能引当金 -31,409

  流動資産 1,663,133

    現金預金 215,830

    未収金 43,489

    短期貸付金 -

    基金 1,404,069

      財政調整基金 1,404,069

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -254純資産合計 17,932,569

資産合計 23,081,361負債及び純資産合計 23,081,361

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

-4-



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 4,476,826

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 314,388

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 5,399

純経常行政コスト 4,157,039

  臨時損失 319,787

    災害復旧事業費 -

  経常収益 232,015

    使用料及び手数料 90,358

    その他 141,657

      社会保障給付 233,896

      他会計への繰出金 286,048

      その他 14,886

        その他 23,149

    移転費用 1,207,621

      補助金等 672,791

      その他の業務費用 48,060

        支払利息 27,609

        徴収不能引当金繰入額 -2,698

        維持補修費 165,371

        減価償却費 607,796

        その他 -

        その他 69,197

      物件費等 2,336,274

        物件費 1,563,108

        職員給与費 661,390

        賞与等引当金繰入額 53,287

        退職手当引当金繰入額 13,224

  経常費用 4,389,054

    業務費用 3,181,433

      人件費 797,098

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
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【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)

前年度末純資産残高 17,595,577 22,431,890 -4,836,312

  純行政コスト（△） -4,476,826 -4,476,826

  財源 4,500,527 4,500,527

    税収等 4,059,876 4,059,876

    国県等補助金 440,651 440,651

  本年度差額 23,701 23,701

  固定資産等の変動（内部変動） 223,992 -223,992

    有形固定資産等の増加 580,278 -580,278

    有形固定資産等の減少 -938,974 938,974

    貸付金・基金等の増加 1,457,395 -1,457,395

    貸付金・基金等の減少 -874,709 874,709

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 314,380 314,380

  その他 -1,089 -147,964 146,875

  本年度純資産変動額 336,992 390,408 -53,416

本年度末純資産残高 17,932,569 22,822,297 -4,889,728

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
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【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 16,288

本年度歳計外現金増減額 -117

本年度末歳計外現金残高 16,171

本年度末現金預金残高 215,830

    その他の収入 -

財務活動収支 -10,021

本年度資金収支額 -33,912

前年度末資金残高 233,571

本年度末資金残高 199,659

  財務活動支出 226,321

    地方債償還支出 226,321

    その他の支出 -

  財務活動収入 216,300

    地方債発行収入 216,300

    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 -1,049,935

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 987,739

    国県等補助金収入 113,030

    基金取崩収入 874,709

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,037,674

    公共施設等整備費支出 580,278

    基金積立金支出 1,457,395

    投資及び出資金支出 -

  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 1,026,044

  業務収入 4,656,786

    税収等収入 4,101,703

    国県等補助金収入 327,621

    使用料及び手数料収入 85,805

    その他の収入 141,657

    移転費用支出 1,207,621

      補助金等支出 672,791

      社会保障給付支出 233,896

      他会計への繰出支出 286,048

      その他の支出 14,886

    業務費用支出 2,423,121

      人件費支出 804,993

      物件費等支出 1,575,925

      支払利息支出 27,609

      その他の支出 14,594

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 3,630,742
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【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 34,439,637  固定負債 9,207,698

    有形固定資産 30,622,304    地方債等 4,119,840

      事業用資産 23,474,536    長期未払金 -

        土地 9,889,862    退職手当引当金 1,122,172

        立木竹 4,280,266    損失補償等引当金 5,399

        建物 16,477,716    その他 3,960,287

        建物減価償却累計額 -11,539,174  流動負債 489,963

        工作物 5,979,948    １年内償還予定地方債等 324,047

        工作物減価償却累計額 -2,535,908    未払金 73,175

        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 64,661

        航空機 -    預り金 16,171

        航空機減価償却累計額 -    その他 11,909

        その他 1,672,338負債合計 9,697,661

        その他減価償却累計額 -1,150,128【純資産の部】

        建設仮勘定 399,617  固定資産等形成分 35,843,706

      インフラ資産 6,957,875  余剰分（不足分） -6,196,745

        土地 1,469,903  他団体出資等分 -

        建物 859,810

        建物減価償却累計額 -588,805

        工作物 14,859,887

        工作物減価償却累計額 -9,902,959

        その他 669,379

        その他減価償却累計額 -473,843

        建設仮勘定 64,504

      物品 982,555

      物品減価償却累計額 -792,662

    無形固定資産 37,454

      ソフトウェア 36,920

      その他 534

    投資その他の資産 3,779,879

      投資及び出資金 185,900

        有価証券 100,000

        出資金 85,900

        その他 -

      長期延滞債権 350,661

      長期貸付金 1,576,926

      基金 1,713,172

        減債基金 76

        その他 1,713,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -46,780

  流動資産 4,904,163

    現金預金 3,296,082

    未収金 182,993

    短期貸付金 -

    基金 1,404,069

      財政調整基金 1,404,069

      減債基金 -

    棚卸資産 41,299

    その他 -

    徴収不能引当金 -20,280

  繰延資産 823純資産合計 29,646,962

資産合計 39,344,623負債及び純資産合計 39,344,623

全体会計　貸借対照表
（平成29年3月31日現在）
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【様式第2号】

（単位：千円）

全体会計　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

  経常費用 7,167,119

    業務費用 4,286,604

      人件費 985,352

        職員給与費 779,454

        賞与等引当金繰入額 64,465

        退職手当引当金繰入額 15,704

        その他 125,730

      物件費等 3,127,596

        物件費 1,728,627

        維持補修費 261,413

        減価償却費 1,044,387

        その他 93,169

      その他の業務費用 173,656

        支払利息 40,420

        徴収不能引当金繰入額 14,048

        その他 119,188

    移転費用 2,880,516

      補助金等 2,367,001

      社会保障給付 233,896

      その他 25,440

  経常収益 1,469,323

    使用料及び手数料 1,220,073

    その他 249,250

純経常行政コスト 5,697,797

  臨時損失 340,025

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 333,453

    損失補償等引当金繰入額 5,399

    その他 1,173

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 6,037,821
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【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 29,366,710 35,696,461 -6,329,751 -

  純行政コスト（△） -6,037,821 -6,037,821 -

  財源 6,004,782 6,004,782 -

    税収等 5,050,575 5,050,575 -

    国県等補助金 954,207 954,207 -

  本年度差額 -33,039 -33,039 -

  固定資産等の変動（内部変動） -40,925 40,925

    有形固定資産等の増加 803,733 -803,733

    有形固定資産等の減少 -1,352,979 1,352,979

    貸付金・基金等の増加 1,497,525 -1,497,525

    貸付金・基金等の減少 -989,205 989,205

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 314,380 314,380

  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 -1,089 -126,210 125,121

  本年度純資産変動額 280,251 147,245 133,006 -

本年度末純資産残高 29,646,962 35,843,706 -6,196,745 -

全体会計　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
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【様式第4号】

（単位：千円）

全体会計　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 5,960,206

    業務費用支出 3,079,690

      人件費支出 994,648

      物件費等支出 1,959,972

      支払利息支出 40,420

      その他の支出 84,650

    移転費用支出 2,880,516

      補助金等支出 2,367,001

      社会保障給付支出 233,896

      その他の支出 25,440

  業務収入 7,339,758

    税収等収入 5,122,663

    国県等補助金収入 836,966

    使用料及び手数料収入 1,219,565

    その他の収入 160,564

  臨時支出 1,173

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,173

  臨時収入 -

業務活動収支 1,378,379

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,373,787

    公共施設等整備費支出 875,396

    基金積立金支出 1,498,390

    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 1,052,045

    国県等補助金収入 113,669

    基金取崩収入 940,204

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -18,716

    その他の収入 16,888

投資活動収支 -1,321,742

【財務活動収支】

  財務活動支出 252,091

    地方債等償還支出 252,091

    その他の支出 -

  財務活動収入 212,982

    地方債等発行収入 212,982

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 16,288

本年度歳計外現金増減額 -117

本年度末歳計外現金残高 16,171

本年度末現金預金残高 3,296,082

財務活動収支 -39,109

本年度資金収支額 17,529

前年度末資金残高 3,262,383

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,279,911
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【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 35,864,842  固定負債 9,952,058

    有形固定資産 31,766,493    地方債等 4,721,470

      事業用資産 24,422,893    長期未払金 1,238

        土地 9,941,186    退職手当引当金 1,195,199

        立木竹 4,293,261    損失補償等引当金 5,399

        建物 18,031,011    その他 4,028,752

        建物減価償却累計額 -12,324,544  流動負債 710,878

        工作物 6,051,161    １年内償還予定地方債等 379,297

        工作物減価償却累計額 -2,568,103    未払金 128,532

        船舶 -    未払費用 77,431

        船舶減価償却累計額 -    前受金 301

        浮標等 -    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -    賞与等引当金 80,622

        航空機 -    預り金 32,611

        航空機減価償却累計額 -    その他 12,084

        その他 1,774,394負債合計 10,662,937

        その他減価償却累計額 -1,175,184【純資産の部】

        建設仮勘定 399,711  固定資産等形成分 37,306,618

      インフラ資産 6,957,875  余剰分（不足分） -6,621,285

        土地 1,469,903  他団体出資等分 -

        建物 859,810

        建物減価償却累計額 -588,805

        工作物 14,859,887

        工作物減価償却累計額 -9,902,959

        その他 669,379

        その他減価償却累計額 -473,843

        建設仮勘定 64,504

      物品 1,400,407

      物品減価償却累計額 -1,014,683

    無形固定資産 44,369

      ソフトウェア 43,629

      その他 739

    投資その他の資産 4,053,981

      投資及び出資金 149,455

        有価証券 100,050

        出資金 49,400

        その他 5

      長期延滞債権 351,325

      長期貸付金 1,620,986

      基金 1,874,524

        減債基金 76

        その他 1,874,448

      その他 104,470

      徴収不能引当金 -46,780

  流動資産 5,482,603

    現金預金 3,718,325

    未収金 248,185

    短期貸付金 -

    基金 1,441,775

      財政調整基金 1,441,775

      減債基金 -

    棚卸資産 80,089

    その他 14,509

    徴収不能引当金 -20,280

  繰延資産 823純資産合計 30,685,332

資産合計 41,348,269負債及び純資産合計 41,348,269

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）
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【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 6

純行政コスト 7,177,150

    損失補償等引当金繰入額 5,399

    その他 12,790

  臨時利益 6

  臨時損失 351,642

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 333,453

    使用料及び手数料 1,225,258

    その他 2,408,973

純経常行政コスト 6,825,514

      社会保障給付 234,117

      その他 29,573

  経常収益 3,634,231

        その他 801,358

    移転費用 3,737,428

      補助金等 3,219,559

      その他の業務費用 867,852

        支払利息 52,445

        徴収不能引当金繰入額 14,048

        維持補修費 292,069

        減価償却費 1,152,030

        その他 969,864

        その他 234,603

      物件費等 4,219,502

        物件費 1,805,539

        職員給与費 1,296,673

        賞与等引当金繰入額 72,388

        退職手当引当金繰入額 31,299

  経常費用 10,459,745

    業務費用 6,722,317

      人件費 1,634,963

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
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【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 30,406,042 38,285,669 -7,879,627 -

  純行政コスト（△） -7,177,150 -7,177,150 -

  財源 7,143,831 7,143,831 -

    税収等 5,675,230 5,675,230 -

    国県等補助金 1,468,602 1,468,602 -

  本年度差額 -33,318 -33,318 -

  固定資産等の変動（内部変動） -37,713 37,713

    有形固定資産等の増加 822,637 -822,637

    有形固定資産等の減少 -1,382,956 1,382,956

    貸付金・基金等の増加 1,523,566 -1,523,566

    貸付金・基金等の減少 -1,000,960 1,000,960

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 321,429 321,429

  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 5,151 -6,137 11,288 -

  その他 -13,971 -1,256,631 1,242,660

  本年度純資産変動額 279,290 -979,051 1,258,342 -

本年度末純資産残高 30,685,332 37,306,618 -6,621,285 -

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
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【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 16,297

本年度歳計外現金増減額 -122

本年度末歳計外現金残高 16,176

本年度末現金預金残高 3,718,325

財務活動収支 -42,633

本年度資金収支額 4,898

前年度末資金残高 3,668,536

比例連結割合変更に伴う差額 28,716

本年度末資金残高 3,702,149

    地方債等償還支出 296,034

    その他の支出 220

  財務活動収入 253,622

    地方債等発行収入 253,622

    その他の収入 -

    資産売却収入 -18,716

    その他の収入 44,934

投資活動収支 -1,378,386

【財務活動収支】

  財務活動支出 296,255

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,093,072

    国県等補助金収入 113,669

    基金取崩収入 953,185

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,471,458

    公共施設等整備費支出 943,144

    基金積立金支出 1,525,248

    投資及び出資金支出 3,066

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,179

  臨時収入 6

業務活動収支 1,425,917

【投資活動収支】

    税収等収入 6,008,050

    国県等補助金収入 1,084,501

    使用料及び手数料収入 1,224,751

    その他の収入 2,301,062

  臨時支出 1,179

    移転費用支出 3,737,428

      補助金等支出 3,219,559

      社会保障給付支出 234,117

      その他の支出 29,573

  業務収入 10,618,363

    業務費用支出 5,453,845

      人件費支出 1,640,961

      物件費等支出 2,989,755

      支払利息支出 52,445

      その他の支出 770,685

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 9,191,274
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