
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 143,167,378 固定負債 34,546,092

有形固定資産 119,380,653 地方債等 28,396,638

事業用資産 65,289,885 長期未払金 705

土地 20,402,315 退職手当引当金 4,567,141

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 67,537,004 その他 1,581,608

建物減価償却累計額 △ 25,527,858 流動負債 3,008,179

工作物 383,940 １年内償還予定地方債等 2,475,973

工作物減価償却累計額 △ 164,851 未払金 240,436

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 1

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 258,698

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 33,070

その他 - 37,554,271

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 2,659,334 固定資産等形成分 149,367,418

インフラ資産 52,998,515 余剰分（不足分） △ 29,136,841

土地 2,549,201 他団体出資等分 -

建物 2,576,409

建物減価償却累計額 △ 1,736,855

工作物 77,618,106

工作物減価償却累計額 △ 32,367,547

その他 14,861

その他減価償却累計額 △ 5,350

建設仮勘定 4,349,690

物品 3,942,323

物品減価償却累計額 △ 2,850,070

無形固定資産 646,568

ソフトウェア 1,666

その他 644,902

投資その他の資産 23,140,157

投資及び出資金 468,777

有価証券 162,483

出資金 306,294

その他 -

長期延滞債権 203,107

長期貸付金 962,158

基金 21,528,294

減債基金 -

その他 21,528,294

その他 -

徴収不能引当金 △ 22,180

流動資産 14,617,469

現金預金 7,701,314

未収金 371,966

短期貸付金 -

基金 6,557,860

財政調整基金 5,155,700

減債基金 1,402,160

棚卸資産 1,945

その他 -

徴収不能引当金 △ 15,617

繰延資産 - 120,230,577

157,784,847 157,784,847

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（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 40,981,000

業務費用 16,742,665

人件費 5,338,548

職員給与費 4,146,261

賞与等引当金繰入額 254,883

退職手当引当金繰入額 575,458

その他 361,946

物件費等 10,754,550

物件費 7,545,843

維持補修費 46,916

減価償却費 3,124,854

その他 36,937

その他の業務費用 649,567

支払利息 319,364

徴収不能引当金繰入額 18,021

その他 312,182

移転費用 24,238,334

補助金等 13,550,175

社会保障給付 7,027,695

その他 3,660,464

経常収益 5,576,413

使用料及び手数料 955,051

その他 4,621,362

純経常行政コスト △ 35,404,587

臨時損失 2,616

災害復旧事業費 -

資産除売却損 1,988

損失補償等引当金繰入額 -

その他 628

臨時利益 1,152

資産売却益 -

その他 1,152

純行政コスト △ 35,406,051

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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 110,594,959 133,448,723 △ 22,853,763 -

純行政コスト（△） △ 35,406,051 △ 35,406,051 -

財源 45,206,291 45,206,291 -

税収等 21,832,179 21,832,179 -

国県等補助金 23,374,112 23,374,112 -

本年度差額 9,800,240 9,800,240 -

固定資産の変動（内部変動） 15,871,923 △ 15,871,923

有形固定資産等の増加 21,179,276 △ 21,179,276

有形固定資産等の減少 △ 3,102,911 3,102,911

貸付金・基金等の増加 11,056,231 △ 11,056,231

貸付金・基金等の減少 △ 13,260,672 13,260,672

資産評価差額 2,529 2,529

無償所管換等 44,243 44,243

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 211,395 △ 211,395

本年度純資産変動額 9,635,617 15,918,695 △ 6,283,078 -

本年度末純資産残高 120,230,577 149,367,418 △ 29,136,841 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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 37,000,586

業務費用支出 12,464,649

人件費支出 4,514,285

物件費等支出 7,584,258

支払利息支出 319,364

その他の支出 46,742

移転費用支出 24,535,937

補助金等支出 13,551,413

社会保障給付支出 7,027,695

その他の支出 3,956,829

業務収入 41,688,651

税収等収入 21,573,015

国県等補助金収入 13,440,544

使用料及び手数料収入 3,042,349

その他の収入 3,632,743

臨時支出 5,517

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 5,517

臨時収入 6,338,314

業務活動収支 11,020,862

【投資活動収支】

投資活動支出 32,154,567

公共施設等整備費支出 21,134,251

基金積立金支出 10,620,603

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 399,372

その他の支出 341

投資活動収入 15,157,794

国県等補助金収入 1,350,828

基金取崩収入 12,816,652

貸付金元金回収収入 434,326

資産売却収入 192,418

その他の収入 363,571

投資活動収支 △ 16,996,772

【財務活動収支】

財務活動支出 2,248,046

地方債等償還支出 2,225,689

その他の支出 22,357

財務活動収入 4,117,237

地方債等発行収入 4,105,154

その他の収入 12,083

財務活動収支 1,869,191

本年度資金収支額 △ 4,106,720

前年度末資金残高 11,807,878

本年度末資金残高 7,701,158

前年度末歳計外現金残高 156

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 156

本年度末現金預金残高 7,701,314

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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


