
【様式第１号】

連結貸借対照表

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 70,114,941 固定負債 4,893,804
有形固定資産 68,427,657 地方債等 3,779,214

事業用資産 31,175,975 長期未払金 -
土地 3,879,654 退職手当引当金 1,030,546
立木竹 22,324,967 損失補償等引当金 -
建物 6,335,692 その他 84,044
建物減価償却累計額 △ 4,456,899 流動負債 602,447
建物減損損失累計額 - 486,426
工作物 6,890,304 未払金 14,413
工作物減価償却累計額 △ 3,979,218 未払費用 -
工作物減損損失累計額 - 前受金 -
船舶 - 前受収益 -
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 92,747
船舶減損損失累計額 - 預り金 8,688
浮標等 - その他 174
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 5,496,251
浮標等減損損失累計額 - 【純資産の部】
航空機 - 固定資産等形成分 70,885,455
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 5,139,562
航空機減損損失累計額 - 他団体出資等分 △ 300
その他 31,519
その他減価償却累計額 △ 20,132
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 170,088

インフラ資産 37,158,471
土地 83,501
建物 178,316
建物減価償却累計額 △ 118,375
建物減損損失累計額 -
工作物 47,704,551
工作物減価償却累計額 △ 10,747,917
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 58,396

物品 244,184
物品減価償却累計額 △ 150,973
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 105
ソフトウェア 105
その他 -

投資その他の資産 1,687,178
投資及び出資金 125,660

有価証券 2,729
出資金 122,932
その他 -

長期延滞債権 41,767
長期貸付金 -
基金 1,519,066

減債基金 360,420
その他 1,158,645

その他 685
徴収不能引当金 -

流動資産 1,126,904
現金預金 272,981
未収金 25,409
短期貸付金 -

基金 811,358

財政調整基金 811,358
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 17,160
徴収不能引当金 △ 4

繰延資産 - 純資産合計 65,745,594
資産合計 71,241,845 負債及び純資産合計 71,241,845

（平成29年3月31日現在）

1年内償還予定地方債等



【様式第２号】

連結行政コスト計算書

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 6,583,120

業務費用 3,637,165

人件費 1,207,164

817,920

賞与等引当金繰入額 92,747

退職手当引当金繰入額 233,753

その他 62,743

物件費等 2,339,642

物件費 1,038,099

維持補修費 112,461

減価償却費 1,184,527

その他 4,555

その他の業務費用 90,359

支払利息 42,003

徴収不能引当金繰入額 △ 23

その他 48,379

移転費用 2,945,955

補助金等 1,921,147

社会保障給付 844,916

その他 3,909

経常収益 501,513

使用料及び手数料 183,733

その他 317,780

純経常行政コスト △ 6,081,607

臨時損失 150,435

災害復旧事業費 134,170

資産除売却損 16,231

損失補償等引当金繰入額 -

その他 34

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 6,232,042

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

連結純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計
他団体出資等分

前年度末純資産残高 66,345,517 71,324,137 △ 4,978,620 -

純行政コスト（△） △ 6,232,042 △ 6,232,042 -

財源 5,462,974 5,463,274 △ 300

税収等 4,009,257 4,009,556 △ 300

国県等補助金 1,453,717 1,453,717 -

本年度差額 △ 769,068 △ 768,769 △ 300

固定資産等の変動（内部変動） △ 514,809 684,249

有形固定資産等の増加 573,233 △ 403,792

有形固定資産等の減少 △ 1,194,365 1,194,365

貸付金・基金等の増加 245,030 △ 245,030

貸付金・基金等の減少 △ 138,706 138,706

資産評価差額 919 919

無償所管換等 98 98

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 △ 1,313 △ 107 △ 1,206

本年度純資産変動額 △ 599,923 △ 513,897 △ 85,726 △ 300

本年度末純資産残高 65,745,594 70,810,239 △ 5,064,346 △ 300

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号】

連結行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 6,583,120
業務費用 3,637,165

人件費 1,207,164 　
職員給与費 817,920
賞与等引当金繰入額 92,747
退職手当引当金繰入額 233,753
その他 62,743

物件費等 2,339,642
物件費 1,038,099
維持補修費 112,461
減価償却費 1,184,527
その他 4,555

その他の業務費用 90,359
支払利息 42,003
徴収不能引当金繰入額 △ 23
その他 48,379

移転費用 2,945,955
補助金等 1,921,147
社会保障給付 844,916
その他 3,909

経常収益 501,513
使用料及び手数料 183,733
その他 317,780

純経常行政コスト △ 6,081,607
臨時損失 150,435

災害復旧事業費 134,170
資産除売却損 16,231
損失補償等引当金繰入額 -
その他 34

臨時利益 -
資産売却益 - 金額
その他 - 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 6,232,042 △ 6,232,042 -
財源 5,462,974 5,463,274 △ 300

税収等 4,009,257 4,009,556 △ 300
国県等補助金 1,453,717 1,453,717 -

本年度差額 △ 769,068 △ 768,769 △ 300
固定資産等の変動（内部変動） △ 514,809 684,249

有形固定資産等の増加 573,233 △ 403,792
有形固定資産等の減少 △ 1,194,365 1,194,365
貸付金・基金等の増加 245,030 △ 245,030
貸付金・基金等の減少 △ 138,706 138,706

資産評価差額 919 919
無償所管換等 98 98
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 △ 1,313 △ 107 △ 1,206

本年度純資産変動額 △ 599,923 △ 513,897 △ 85,726 △ 300
前年度末純資産残高 66,345,517 71,324,137 △ 4,978,620 -
本年度末純資産残高 65,745,594 70,810,239 △ 5,064,346 △ 300

自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第４号】

連結資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 5,179,055

業務費用支出 2,233,067
人件費支出 987,756
物件費等支出 1,155,518
支払利息支出 42,003
その他の支出 47,791

移転費用支出 2,945,988
補助金等支出 1,921,179
社会保障給付支出 232,463
その他の支出 3,909

業務収入 5,557,875
税収等収入 3,976,601
国県等補助金収入 1,261,224
使用料及び手数料収入 185,409
その他の収入 134,641

臨時支出 134,170
災害復旧事業費支出 134,170
その他の支出 -

臨時収入 95,974
業務活動収支 340,624
【投資活動収支】

投資活動支出 798,831
公共施設等整備費支出 577,850
基金積立金支出 220,981
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 377,765
国県等補助金収入 142,431
基金取崩収入 111,744
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 31
その他の収入 123,559

投資活動収支 △ 421,066
【財務活動収支】

財務活動支出 482,479
地方債等償還支出 448,979
その他の支出 33,500

財務活動収入 539,522
地方債等発行収入 488,308
その他の収入 51,214

財務活動収支 57,044
本年度資金収支額 △ 23,399
前年度末資金残高 287,443
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 264,044

前年度末歳計外現金残高 8,736
本年度歳計外現金増減額 205
本年度末歳計外現金残高 8,941
本年度末現金預金残高 272,985

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日
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