
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 286,690,863 固定負債 57,581,980
有形固定資産 280,528,992 地方債 51,266,008

事業用資産 64,489,561 長期未払金 451,491
土地 17,387,782 退職手当引当金 5,694,966
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 371
建物 95,380,152 その他 169,145
建物減価償却累計額 △56,468,224 流動負債 6,261,694
工作物 10,164,404 1年内償還予定地方債 5,219,466
工作物減価償却累計額 △8,783,274 未払金 66,530
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 451,443
航空機 - 預り金 406,075
航空機減価償却累計額 - その他 118,179
その他 2,766,578 63,843,674
その他減価償却累計額 △2,236,495 【純資産の部】
建設仮勘定 39,506 固定資産等形成分 290,261,972

インフラ資産 215,294,749 余剰分（不足分） △62,048,764
土地 36,110,979
建物 2,559,349
建物減価償却累計額 △1,288,715
工作物 467,459,541
工作物減価償却累計額 △289,639,714
その他 227,898
その他減価償却累計額 △151,489
建設仮勘定 16,900

物品 4,611,713
物品減価償却累計額 △3,867,031

無形固定資産 33,865
ソフトウェア 33,865
その他 -

投資その他の資産 6,128,007
投資及び出資金 519,760

有価証券 245,571
出資金 274,189
その他 -

投資損失引当金 △74,000
長期延滞債権 418,856
長期貸付金 499,593
基金 4,827,667

減債基金 75,000
その他 4,752,667

その他 -
徴収不能引当金 △63,869

流動資産 5,366,018
現金預金 1,665,860
未収金 129,050
短期貸付金 58,430
基金 3,512,679

財政調整基金 3,457,956
減債基金 54,723

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △0 228,213,208

292,056,882 292,056,882

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

科目 科目
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（単位：千円）

金額

経常費用 48,097,489

業務費用 25,743,096

人件費 7,137,642

職員給与費 6,255,538

賞与等引当金繰入額 451,443

退職手当引当金繰入額 -

その他 430,660

物件費等 17,808,040

物件費 6,892,699

維持補修費 489,533

減価償却費 10,410,055

その他 15,752

その他の業務費用 797,414

支払利息 605,345

徴収不能引当金繰入額 61,594

その他 130,475

移転費用 22,354,393

補助金等 12,396,081

社会保障給付 5,980,776

他会計への繰出金 3,966,955

その他 10,582

経常収益 2,076,682

使用料及び手数料 479,521

その他 1,597,162

純経常行政コスト △46,020,807

臨時損失 111,282

災害復旧事業費 87,938

資産除売却損 23,344

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 48,166

資産売却益 48,095

その他 71

純行政コスト △46,083,923

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
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（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 233,997,529 298,764,840 △64,767,311

純行政コスト（△） △46,083,923 △46,083,923

財源 39,999,302 39,999,302

税収等 30,522,135 30,522,135

国県等補助金 9,477,167 9,477,167

本年度差額 △6,084,621 △6,084,621

固定資産等の変動（内部変動） △8,803,168 8,803,168

有形固定資産等の増加 1,722,501 △1,722,501

有形固定資産等の減少 △10,451,695 10,451,695

貸付金・基金等の増加 1,597,145 △1,597,145

貸付金・基金等の減少 △1,671,119 1,671,119

資産評価差額 139 139

無償所管換等 300,161 300,161

その他 - - -

本年度純資産変動額 △5,784,320 △8,502,868 2,718,547

本年度末純資産残高 228,213,208 290,261,972 △62,048,764

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 合計
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（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 37,586,375
業務費用支出 15,231,981

人件費支出 7,105,493
物件費等支出 7,441,316
支払利息支出 605,345
その他の支出 79,827

移転費用支出 22,354,393
補助金等支出 12,396,081
社会保障給付支出 5,980,776
他会計への繰出支出 3,966,955
その他の支出 10,582

業務収入 40,599,518
税収等収入 30,486,893
国県等補助金収入 8,674,250
使用料及び手数料収入 480,311
その他の収入 958,064

臨時支出 87,938
災害復旧事業費支出 87,938
その他の支出 -

臨時収入 31,337
業務活動収支 2,956,543
【投資活動収支】

投資活動支出 3,319,646
公共施設等整備費支出 1,722,501
基金積立金支出 722,465
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 874,680
その他の支出 -

投資活動収入 2,444,924
国県等補助金収入 771,580
基金取崩収入 692,472
貸付金元金回収収入 914,181
資産売却収入 66,391
その他の収入 300

投資活動収支 △874,722
【財務活動収支】

財務活動支出 5,941,491
地方債償還支出 5,756,517
その他の支出 184,974

財務活動収入 3,406,609
地方債発行収入 3,406,609
その他の収入 -

財務活動収支 △2,534,882
△453,061
1,712,846
1,259,785

前年度末歳計外現金残高 416,094
本年度歳計外現金増減額 △10,019
本年度末歳計外現金残高 406,075
本年度末現金預金残高 1,665,860

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額
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（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 294,689,203 固定負債 61,882,464
有形固定資産 288,242,261 地方債 53,962,158

事業用資産 65,952,736 長期未払金 451,491
土地 17,512,620 退職手当引当金 5,718,068
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 371
建物 98,181,853 その他 1,750,377
建物減価償却累計額 △58,293,600 流動負債 6,638,448
工作物 11,111,022 1年内償還予定地方債 5,475,003
工作物減価償却累計額 △9,388,133 未払金 113,153
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 492,293
航空機 - 預り金 439,620
航空機減価償却累計額 - その他 118,379
その他 2,934,116 68,520,912
その他減価償却累計額 △2,383,780 【純資産の部】
建設仮勘定 39,506 固定資産等形成分 298,488,592

インフラ資産 221,266,332 余剰分（不足分） △64,229,066
土地 36,167,923
建物 2,965,531
建物減価償却累計額 △1,501,986
工作物 477,612,414
工作物減価償却累計額 △294,206,225
その他 240,398
その他減価償却累計額 △151,489
建設仮勘定 139,766

物品 5,529,564
物品減価償却累計額 △4,506,371

無形固定資産 51,206
ソフトウェア 33,865
その他 17,341

投資その他の資産 6,395,736
投資及び出資金 519,760

有価証券 245,571
出資金 274,189
その他 -

投資損失引当金 △74,000
長期延滞債権 716,241
長期貸付金 499,593
基金 4,844,593

減債基金 75,000
その他 4,769,593

その他 -
徴収不能引当金 △110,451

流動資産 8,091,236
現金預金 3,901,316
未収金 400,794
短期貸付金 58,430
基金 3,740,960

財政調整基金 3,686,237
減債基金 54,723

棚卸資産 7,844
その他 320

徴収不能引当金 △18,427 234,259,526

302,780,439 302,780,439

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

全体貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

科目 科目
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（単位：千円）

金額

経常費用 59,640,652

業務費用 27,745,412

人件費 7,937,018

職員給与費 6,814,662

賞与等引当金繰入額 484,013

退職手当引当金繰入額 3,734

その他 634,609

物件費等 18,584,063

物件費 7,241,952

維持補修費 517,615

減価償却費 10,739,079

その他 85,416

その他の業務費用 1,224,331

支払利息 683,679

徴収不能引当金繰入額 126,602

その他 414,050

移転費用 31,895,240

補助金等 23,425,287

社会保障給付 5,980,776

他会計への繰出金 -

その他 2,489,177

経常収益 3,596,919

使用料及び手数料 1,839,973

その他 1,756,946

純経常行政コスト △56,043,733

臨時損失 159,715

災害復旧事業費 87,938

資産除売却損 70,267

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 337

その他 1,173

臨時利益 48,166

資産売却益 48,095

その他 71

純行政コスト △56,155,282

全体行政コスト計算書
自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

科目
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（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 239,687,962 306,933,589 △67,245,627

純行政コスト（△） △56,155,282 △56,155,282

財源 50,112,718 50,112,718

税収等 37,756,619 37,756,619

国県等補助金 12,356,099 12,356,099

本年度差額 △6,042,564 △6,042,564

固定資産等の変動（内部変動） △9,053,974 9,053,974

有形固定資産等の増加 1,919,752 △1,919,752

有形固定資産等の減少 △10,831,242 10,831,242

貸付金・基金等の増加 1,679,141 △1,679,141

貸付金・基金等の減少 △1,821,625 1,821,625

資産評価差額 139 139

無償所管換等 608,837 608,837

その他 5,152 - 5,152

本年度純資産変動額 △5,428,436 △8,444,997 3,016,561

本年度末純資産残高 234,259,526 298,488,592 △64,229,066

全体純資産変動計算書
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

科目 合計
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（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 48,720,773
業務費用支出 16,825,532

人件費支出 7,898,557
物件費等支出 7,904,331
支払利息支出 683,679
その他の支出 338,965

移転費用支出 31,895,240
補助金等支出 23,425,287
社会保障給付支出 5,980,776
他会計への繰出支出 -
その他の支出 2,489,177

業務収入 52,122,891
税収等収入 37,608,182
国県等補助金収入 11,553,182
使用料及び手数料収入 1,843,677
その他の収入 1,117,849

臨時支出 89,448
災害復旧事業費支出 87,938
その他の支出 1,511

臨時収入 31,337
業務活動収支 3,344,007
【投資活動収支】

投資活動支出 3,587,007
公共施設等整備費支出 1,907,866
基金積立金支出 804,461
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 874,680
その他の支出 -

投資活動収入 2,588,306
国県等補助金収入 814,962
基金取崩収入 792,472
貸付金元金回収収入 914,181
資産売却収入 66,391
その他の収入 300

投資活動収支 △998,701
【財務活動収支】

財務活動支出 6,192,860
地方債償還支出 6,007,886
その他の支出 184,974

財務活動収入 3,465,761
地方債発行収入 3,411,761
その他の収入 54,000

財務活動収支 △2,727,099
△381,794
3,877,034
3,495,240

前年度末歳計外現金残高 416,094
本年度歳計外現金増減額 △10,019
本年度末歳計外現金残高 406,075
本年度末現金預金残高 3,901,316

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

全体資金収支計算書
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

科目 金額
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（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 299,548,602 固定負債 63,846,532

有形固定資産 291,425,990 地方債等 54,150,673

事業用資産 68,650,881 長期未払金 534,723

土地 17,700,797 退職手当引当金 7,373,679

立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 371

建物 102,448,145 その他 1,787,086

建物減価償却累計額 △60,204,137 流動負債 6,991,150

工作物 11,245,493 1年内償還予定地方債等 5,540,169

工作物減価償却累計額 △9,461,194 未払金 210,997

船舶 - 未払費用 2,410

船舶減価償却累計額 - 前受金 209

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 633,088

航空機 - 預り金 455,546

航空機減価償却累計額 - その他 148,731

その他 2,934,265 70,837,681

その他減価償却累計額 △2,383,829 【純資産の部】

建設仮勘定 132,211 固定資産等形成分 303,739,230

インフラ資産 221,266,685 余剰分（不足分） △65,270,503

土地 36,167,923 他団体出資等分 265,368

建物 2,977,804

建物減価償却累計額 △1,513,906

工作物 477,612,414

工作物減価償却累計額 △294,206,225

その他 240,398

その他減価償却累計額 △151,489

建設仮勘定 139,766

物品 7,117,900

物品減価償却累計額 △5,609,476

無形固定資産 91,168

ソフトウェア 73,077

その他 18,091

投資その他の資産 8,031,444

投資及び出資金 265,430

有価証券 30,971

出資金 234,459

その他 -

長期延滞債権 738,534

長期貸付金 499,593

基金 6,633,711

減債基金 75,000

その他 6,558,711

その他 16,884

徴収不能引当金 △122,708

流動資産 10,023,174

現金預金 5,280,276

未収金 491,761

短期貸付金 58,430

基金 4,132,198

財政調整基金 4,077,476

減債基金 54,723

棚卸資産 41,845

その他 37,188

徴収不能引当金 △18,524

繰延資産 - 238,734,094

309,571,776 309,571,776

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

連結貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

科目 科目
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（単位：千円）

金額

経常費用 80,172,223

業務費用 32,133,085

人件費 10,207,601

職員給与費 8,605,574

賞与等引当金繰入額 624,156

退職手当引当金繰入額 42,632

その他 935,239

物件費等 20,086,048

物件費 7,925,118

維持補修費 550,838

減価償却費 10,992,466

その他 617,626

その他の業務費用 1,839,436

支払利息 688,856

徴収不能引当金繰入額 138,957

その他 1,011,624

移転費用 48,039,138

補助金等 29,939,643

社会保障給付 15,592,697

その他 2,506,798

経常収益 5,764,783

使用料及び手数料 1,865,784

その他 3,898,999

純経常行政コスト △74,407,440

臨時損失 160,997

災害復旧事業費 87,938

資産除売却損 71,429

損失補償等引当金繰入額 337

その他 1,293

臨時利益 78,685

資産売却益 48,498

その他 30,187

純行政コスト △74,489,752

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
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（単位：千円）

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 243,638,679 311,863,517 △68,475,482 250,644

純行政コスト（△） △74,489,752 △74,502,748 12,996

財源 68,847,850 68,846,122 1,728

税収等 46,954,963 46,954,963 -

国県等補助金 21,892,887 21,891,159 1,728

本年度差額 △5,641,902 △5,656,626 14,724

固定資産等の変動（内部変動） △8,857,178 8,857,178

有形固定資産等の増加 2,124,713 △2,124,713

有形固定資産等の減少 △10,843,778 10,843,778

貸付金・基金等の増加 1,683,518 △1,683,518

貸付金・基金等の減少 △1,821,630 1,821,630

資産評価差額 139 139

無償所管換等 732,751 732,751

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 4,428 - 4,428

本年度純資産変動額 △4,904,584 △8,124,288 3,204,979 14,724

本年度末純資産残高 238,734,094 303,739,230 △65,270,503 265,368

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 合計

省略
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