
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 4,809,436   固定負債 3,710,988

    有形固定資産 3,979,868     地方債等 3,606,208

      事業用資産 2,675,962     長期未払金 -

        土地 1,907,357     退職手当引当金 104,780

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 308,783

        建物 2,980,589     １年内償還予定地方債等 280,969

        建物減価償却累計額 -2,309,340     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 85,260     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 27,814

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,019,771

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 5,714,374

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -3,747,998

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 12,096

      インフラ資産 1,265,977

        土地 8,122

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,932,907

        工作物減価償却累計額 -675,669

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,555

        その他減価償却累計額 -1,938

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 41,180

      物品減価償却累計額 -3,251

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 4,164

      ソフトウェア 4,164

      その他 -

    投資その他の資産 825,404

      投資及び出資金 52,187

        有価証券 -

        出資金 52,187

        その他 -

      長期延滞債権 18,323

      長期貸付金 -

      基金 755,572

        減債基金 21,369

        その他 734,203

      その他 -

      徴収不能引当金 -678

  流動資産 1,176,711

    現金預金 261,536

    未収金 10,237

    短期貸付金 -

    基金 904,938

      財政調整基金 904,938

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 1,966,376

資産合計 5,986,147 負債及び純資産合計 5,986,147

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 341

    その他 -

純行政コスト 2,911,653

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 341

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 14,428

    その他 43,742

純経常行政コスト 2,911,994

      社会保障給付 138,905

      その他 1,753

  経常収益 58,170

        その他 24,745

    移転費用 1,394,382

      補助金等 1,253,724

      その他の業務費用 68,983

        支払利息 43,559

        徴収不能引当金繰入額 678

        維持補修費 67,129

        減価償却費 89,266

        その他 337

        その他 122,968

      物件費等 816,085

        物件費 659,353

        職員給与費 479,203

        賞与等引当金繰入額 27,814

        退職手当引当金繰入額 60,729

  経常費用 2,970,164

    業務費用 1,575,782

      人件費 690,714

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 1,839,584 5,588,683 -3,749,099 -

  純行政コスト（△） -2,911,653 -2,911,653 -

  財源 3,038,446 3,038,446 -

    税収等 2,663,278 2,663,278 -

    国県等補助金 375,168 375,168 -

  本年度差額 126,793 126,793 -

  固定資産等の変動（内部変動） 124,559 -124,559

    有形固定資産等の増加 137,719 -137,719

    有形固定資産等の減少 -89,266 89,266

    貸付金・基金等の増加 148,080 -148,080

    貸付金・基金等の減少 -71,973 71,973

  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 - - - -

  その他 - 1,132 -1,132

  本年度純資産変動額 126,793 125,691 1,102 -

本年度末純資産残高 1,966,376 5,714,374 -3,747,998 -

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



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 261,536

財務活動収支 -57,319

本年度資金収支額 6,688

前年度末資金残高 254,848

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 261,536

    地方債等償還支出 264,687

    その他の支出 -

  財務活動収入 207,368

    地方債等発行収入 207,368

    その他の収入 -

    資産売却収入 341

    その他の収入 -

投資活動収支 -167,464

【財務活動収支】

  財務活動支出 264,687

    その他の支出 -

  投資活動収入 118,335

    国県等補助金収入 46,362

    基金取崩収入 67,632

    貸付金元金回収収入 4,000

  投資活動支出 285,799

    公共施設等整備費支出 137,719

    基金積立金支出 144,080

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,000

    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 231,471

【投資活動収支】

    税収等収入 2,665,215

    国県等補助金収入 328,806

    使用料及び手数料収入 14,555

    その他の収入 43,742

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,394,382

      補助金等支出 1,253,724

      社会保障給付支出 138,905

      その他の支出 1,753

  業務収入 3,052,318

    業務費用支出 1,426,465

      人件費支出 631,341

      物件費等支出 738,600

      支払利息支出 43,559

      その他の支出 12,965

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 2,820,847


