
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 216,259,159 固定負債 86,391,132

有形固定資産 199,589,870 ※ 地方債等 73,117,794
事業用資産 72,187,186 ※ 長期未払金 -

土地 21,769,708 退職手当引当金 6,156,042
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 7,117,296
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 6,723,041
建物 115,292,144 1年内償還予定地方債等 5,664,641
建物減価償却累計額 △ 67,361,638 未払金 59,427
建物減損損失累計額 - 未払費用 9,546
工作物 4,925,508 前受金 7,121
工作物減価償却累計額 △ 2,573,364 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 654,844
船舶 - 預り金 313,145
船舶減価償却累計額 - その他 14,317
船舶減損損失累計額 - 93,114,173
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 223,431,297
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 88,342,565
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 113,874
その他減価償却累計額 △ 46,112
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 67,067

インフラ資産 119,372,303
土地 13,295,922
土地減損損失累計額 -
建物 4,155,365
建物減価償却累計額 △ 2,532,056
建物減損損失累計額 -
工作物 223,655,109
工作物減価償却累計額 △ 119,550,027
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 347,990

物品 23,070,198
物品減価償却累計額 △ 15,039,817
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 8,888,355 ※

ソフトウェア 293,222
その他 8,595,132

投資その他の資産 7,780,934
投資及び出資金 794,939

有価証券 101,850
出資金 132,501
その他 560,588

長期延滞債権 3,160,255
長期貸付金 506,155
基金 4,918,442

減債基金 -
その他 4,918,442

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,598,857

流動資産 11,942,469 ※

現金預金 4,678,694
未収金 535,589
短期貸付金 5,765
基金 6,382,034

財政調整基金 4,948,893
減債基金 1,433,141

棚卸資産 538,039
その他 12,252
徴収不能引当金 △ 209,905

繰延資産 1,276 135,088,731 ※

228,202,904 228,202,904

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 63,347,746 ※

業務費用 29,714,540
人件費 9,152,625

職員給与費 7,950,952
賞与等引当金繰入額 531,158
退職手当引当金繰入額 432,602
その他 237,913

物件費等 18,258,571
物件費 7,965,386
維持補修費 632,003
減価償却費 8,774,406
その他 886,776

その他の業務費用 2,303,344
支払利息 1,100,069
徴収不能引当金繰入額 868,028
その他 335,247

移転費用 33,633,206 ※

補助金等 17,740,019
社会保障給付 6,614,460
他会計への繰出金 9,500
その他 9,269,228

経常収益 9,875,114
使用料及び手数料 8,327,946
その他 1,547,168

純経常行政コスト 53,472,632
臨時損失 49,939 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 45,470
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,470

臨時利益 1,517
資産売却益 1,500
その他 17

純行政コスト 53,521,054

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 137,935,690 226,101,543 △ 88,165,853 -

純行政コスト（△） △ 53,521,054 △ 53,521,054 -

財源 50,573,065 50,573,065 -

税収等 32,361,446 32,361,446 -

国県等補助金 18,211,619 18,211,619 -

本年度差額 △ 2,947,989 △ 2,947,989 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,771,277 ※ 2,771,277 ※

有形固定資産等の増加 17,572,260 △ 17,572,260

有形固定資産等の減少 △ 21,565,335 21,565,335

貸付金・基金等の増加 1,625,808 △ 1,625,808

貸付金・基金等の減少 △ 404,011 404,011

資産評価差額 - -

無償所管換等 86,193 86,193

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 14,838 14,838 -

本年度純資産変動額 △ 2,846,959 ※ △ 2,670,247 ※ △ 176,712 -

本年度末純資産残高 135,088,731 223,431,297 ※ △ 88,342,565 -

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 53,760,566

業務費用支出 20,125,433
人件費支出 9,205,492
物件費等支出 9,216,391
支払利息支出 1,100,069
その他の支出 603,481

移転費用支出 33,635,133
補助金等支出 17,740,526
社会保障給付支出 6,614,071
他会計への繰出支出 9,500
その他の支出 9,271,036

業務収入 59,115,582
税収等収入 31,158,996
国県等補助金収入 16,672,071
使用料及び手数料収入 9,284,496
その他の収入 2,000,019

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 17
業務活動収支 5,355,033
【投資活動収支】

投資活動支出 7,276,399 ※

公共施設等整備費支出 5,330,966
基金積立金支出 2,102,210
投資及び出資金支出 △ 660,000
貸付金支出 461,400
その他の支出 41,824

投資活動収入 3,403,481 ※

国県等補助金収入 1,383,599
基金取崩収入 1,607,436
貸付金元金回収収入 310,309
資産売却収入 5,045
その他の収入 97,091

投資活動収支 △ 3,872,918
【財務活動収支】

財務活動支出 7,242,995 ※

地方債等償還支出 7,034,721
その他の支出 208,273

財務活動収入 5,975,231
地方債等発行収入 5,975,231
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,267,764
214,351

4,154,055
-

4,368,405 ※

前年度末歳計外現金残高 335,050
本年度歳計外現金増減額 △ 24,761
本年度末歳計外現金残高 310,289
本年度末現金預金残高 4,678,694

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


