
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 92,694   固定負債 39,118

    有形固定資産 83,450     地方債等 30,674

      事業用資産 41,679     長期未払金 71

        土地 16,964     退職手当引当金 4,209

        立木竹 -     損失補償等引当金 10

        建物 40,816     その他 4,153

        建物減価償却累計額 -17,818   流動負債 2,887

        工作物 4,459     １年内償還予定地方債等 2,138

        工作物減価償却累計額 -2,967     未払金 150

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 200

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 281

        航空機 -     預り金 87

        航空機減価償却累計額 -     その他 31

        その他 - 負債合計 42,004

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 226   固定資産等形成分 95,032

      インフラ資産 39,105   余剰分（不足分） -38,172

        土地 3,857   他団体出資等分 -

        建物 6,654

        建物減価償却累計額 -2,809

        工作物 67,217

        工作物減価償却累計額 -37,644

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,831

      物品 9,810

      物品減価償却累計額 -7,145

    無形固定資産 1,605

      ソフトウェア 11

      その他 1,593

    投資その他の資産 7,639

      投資及び出資金 1,482

        有価証券 -

        出資金 1,479

        その他 4

      長期延滞債権 633

      長期貸付金 732

      基金 5,068

        減債基金 129

        その他 4,939

      その他 325

      徴収不能引当金 -79

  流動資産 6,170

    現金預金 3,143

    未収金 712

    短期貸付金 3

    基金 2,336

      財政調整基金 2,336

      減債基金 -

    棚卸資産 7

    その他 7

    徴収不能引当金 -37

  繰延資産 - 純資産合計 56,860

資産合計 98,864 負債及び純資産合計 98,864

全体会計　連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

全体会計　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

  経常費用 27,888

    業務費用 13,932

      人件費 4,818

        職員給与費 4,493

        賞与等引当金繰入額 204

        退職手当引当金繰入額 -104

        その他 224

      物件費等 8,434

        物件費 4,248

        維持補修費 975

        減価償却費 3,099

        その他 112

      その他の業務費用 680

        支払利息 333

        徴収不能引当金繰入額 82

        その他 265

    移転費用 13,956

      補助金等 10,943

      社会保障給付 3,006

      その他 7

  経常収益 4,231

    使用料及び手数料 3,809

    その他 422

純経常行政コスト 23,657

  臨時損失 114

    災害復旧事業費 12

    資産除売却損 102

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1

  臨時利益 11

    資産売却益 1

    その他 11

純行政コスト 23,760



【様式第3号】

（単位：百万円）

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 57,181 95,351 -38,170 -

  純行政コスト（△） -23,760 -23,760 -

  財源 23,428 23,428 -

    税収等 16,517 16,517 -

    国県等補助金 6,910 6,910 -

  本年度差額 -333 -333 -

  固定資産等の変動（内部変動） -291 291

    有形固定資産等の増加 3,407 -3,407

    有形固定資産等の減少 -3,206 3,206

    貸付金・基金等の増加 644 -644

    貸付金・基金等の減少 -1,136 1,136

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11 11

  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 - -39 39

  本年度純資産変動額 -322 -319 -3 -

本年度末純資産残高 56,860 95,032 -38,172 -

全体会計　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】

（単位：百万円）

全体会計　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 25,011

    業務費用支出 11,056

      人件費支出 5,077

      物件費等支出 5,436

      支払利息支出 333

      その他の支出 209

    移転費用支出 13,956

      補助金等支出 10,943

      社会保障給付支出 3,006

      その他の支出 7

  業務収入 27,009

    税収等収入 16,445

    国県等補助金収入 6,004

    使用料及び手数料収入 4,139

    その他の収入 421

  臨時支出 12

    災害復旧事業費支出 12

    その他の支出 0

  臨時収入 0

業務活動収支 1,986

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,984

    公共施設等整備費支出 3,403

    基金積立金支出 185

    投資及び出資金支出 78

    貸付金支出 311

    その他の支出 6

  投資活動収入 1,787

    国県等補助金収入 742

    基金取崩収入 728

    貸付金元金回収収入 311

    資産売却収入 2

    その他の収入 4

投資活動収支 -2,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,105

    地方債等償還支出 2,069

    その他の支出 37

  財務活動収入 2,611

    地方債等発行収入 2,627

    その他の収入 -16

前年度末歳計外現金残高 59

本年度歳計外現金増減額 -3

本年度末歳計外現金残高 56

本年度末現金預金残高 3,143

財務活動収支 506

本年度資金収支額 295

前年度末資金残高 2,792

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,087


