
2018/4/4

（単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
  固定資産 32,638,837   固定負債 7,098,550
    有形固定資産 26,508,468     地方債等 6,106,836
      事業用資産 9,253,059     長期未払金 261,135
        土地 2,375,761     退職手当引当金 694,129
        立木竹 2,344,773     損失補償等引当金 -
        建物 13,111,786     その他 36,449
        建物減価償却累計額 -8,595,787   流動負債 203,093
        工作物 140,134     １年内償還予定地方債等 12,881
        工作物減価償却累計額 -123,608     未払金 93,304
        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 96,419
        航空機 -     預り金 485
        航空機減価償却累計額 -     その他 5
        その他 - 負債合計 7,301,642
        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 32,941,743
      インフラ資産 16,949,903   余剰分（不足分） -6,744,160
        土地 5,524   他団体出資等分 -
        建物 5,318,801
        建物減価償却累計額 -2,545,402
        工作物 35,082,985
        工作物減価償却累計額 -20,922,416
        その他 -
        その他減価償却累計額 -
        建設仮勘定 10,412
      物品 1,419,952
      物品減価償却累計額 -1,114,446
    無形固定資産 109,359
      ソフトウェア 109,108
      その他 251
    投資その他の資産 6,021,010
      投資及び出資金 42,999
        有価証券 30,563
        出資金 12,436
        その他 -
      投資損失引当金 -
      長期延滞債権 64,394
      長期貸付金 46,216
      基金 5,843,743
        減債基金 608,155
        その他 5,235,588
      その他 40,791
      徴収不能引当金 -17,133
  流動資産 860,388
    現金預金 114,262
      資金 114,261
      歳計外現金 0
    未収金 434,012
    短期貸付金 -
    基金 302,906
      財政調整基金 302,906
      減債基金 -
    棚卸資産 6,960
    その他 2,249
    徴収不能引当金 -
  繰延資産 - 純資産合計 26,197,583

資産合計 33,499,225 負債及び純資産合計 33,499,225

連 結 貸 借 対 照 表
（平成２９年３月３１日現在）



2018/4/4

（単位：千円）

科　　目 金　　額

  経常費用 10,844,789
    業務費用 4,885,969
      人件費 1,844,305
        職員給与費 1,675,567
        賞与等引当金繰入額 19,395
        退職手当引当金繰入額 15,455
        その他 133,888
      物件費等 2,635,481
        物件費 952,885
        維持補修費 378,342
        減価償却費 1,224,420
        その他 79,833
      その他の業務費用 406,183
        支払利息 71,354
        徴収不能引当金繰入額 14,853
        その他 319,976
    移転費用 5,958,820
      補助金等 2,698,956
      社会保障給付 484,600
      他会計への繰出金 2,759,993
      その他 15,271
  経常収益 1,769,667
    使用料及び手数料 851,486
    その他 918,182
純経常行政コスト 9,075,122
  臨時損失 57,348
    災害復旧事業費 54,714
    資産除売却損 2,634
    投資損失引当金繰入額 -
    損失補償等引当金繰入額 -
    その他 -
  臨時利益 -
    資産売却益 -
    その他 -
純行政コスト 9,132,470

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



2018/4/4

（単位：千円）

科　　目 金　　額

前年度末純資産残高 26,130,617

  純行政コスト（△） -9,132,470

  財源 9,011,958

    税収等 7,548,295

    国県等補助金 1,463,663

  本年度差額 -120,512

  固定資産等の変動（内部変動） 233,690

    有形固定資産等の増加 78,302

    有形固定資産等の減少 143,148

    貸付金・基金等の増加 6,480

    貸付金・基金等の減少 5,760

  資産評価差額 -

  無償所管換等 -

  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 187,477

  その他 0

  本年度純資産変動額 300,656

本年度末純資産残高 26,431,273

連結純資産変動計算書

至　　平成２９年　３月３１日
自　　平成２８年　４月　１日



2018/4/4

（単位：千円）

科　　目 金　　額

【業務活動収支】
  業務支出 9,569,456
    業務費用支出 3,610,635
      人件費支出 1,818,439
      物件費等支出 1,406,842
      支払利息支出 71,354
      その他の支出 314,000
    移転費用支出 5,958,820
      補助金等支出 2,698,956
      社会保障給付支出 484,600
      他会計への繰出支出 2,759,993
      その他の支出 15,271
  業務収入 9,747,944
    税収等収入 7,573,373
    国県等補助金収入 1,255,996
    使用料及び手数料収入 824,762
    その他の収入 93,813
  臨時支出 54,714
    災害復旧事業費支出 54,714
    その他の支出 -
  臨時収入 -
業務活動収支 123,774
【投資活動収支】
  投資活動支出 424,756
    公共施設等整備費支出 283,851
    基金積立金支出 140,265
    投資及び出資金支出 -
    貸付金支出 640
    その他の支出 -
  投資活動収入 703,968
    国県等補助金収入 211,717
    基金取崩収入 482,941
    貸付金元金回収収入 -
    資産売却収入 9,309
    その他の収入 1
投資活動収支 279,212
【財務活動収支】
  財務活動支出 747,246
    地方債等償還支出 726,301
    その他の支出 20,945
  財務活動収入 332,175
    地方債等発行収入 332,175
    その他の収入 -
財務活動収支 -415,071
本年度資金収支額 -12,085
前年度末資金残高 121,604
比例連結割合変更に伴う差額 4,742
本年度末資金残高 114,261

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 0
本年度末歳計外現金残高 0
本年度末現金預金残高 114,262

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


