
【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 65,826   固定負債 37,450

    有形固定資産 63,148     地方債等 29,704

      事業用資産 23,473     長期未払金 -

        土地 11,625     退職手当引当金 4,352

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,368     その他 3,394

        建物減価償却累計額 -19,200   流動負債 4,538

        工作物 1,256     １年内償還予定地方債等 3,149

        工作物減価償却累計額 -759     未払金 709

        船舶 0     未払費用 3

        船舶減価償却累計額 0     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 316

        航空機 -     預り金 23

        航空機減価償却累計額 -     その他 339

        その他 429 負債合計 41,988

        その他減価償却累計額 -312 【純資産の部】

        建設仮勘定 66   固定資産等形成分 67,526

      インフラ資産 37,421   余剰分（不足分） -38,843

        土地 10,148   他団体出資等分 -

        建物 2,674

        建物減価償却累計額 -1,221

        工作物 52,640

        工作物減価償却累計額 -27,824

        その他 1,552

        その他減価償却累計額 -1,203

        建設仮勘定 657

      物品 4,954

      物品減価償却累計額 -2,701

    無形固定資産 239

      ソフトウェア 218

      その他 21

    投資その他の資産 2,439

      投資及び出資金 23

        有価証券 -

        出資金 23

        その他 -

      長期延滞債権 640

      長期貸付金 -

      基金 1,832

        減債基金 240

        その他 1,592

      その他 0

      徴収不能引当金 -55

  流動資産 4,845

    現金預金 2,729

    未収金 381

    短期貸付金 -

    基金 1,700

      財政調整基金 1,700

      減債基金 -

    棚卸資産 62

    その他 3

    徴収不能引当金 -29

  繰延資産 - 純資産合計 28,683

資産合計 70,671 負債及び純資産合計 70,671

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）

    資産売却益 44

    その他 0

純行政コスト 33,382

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1

  臨時利益 45

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 2,341

    その他 408

純経常行政コスト 33,425

      社会保障給付 3,844

      その他 169

  経常収益 2,749

        その他 289

    移転費用 24,341

      補助金等 20,328

      その他の業務費用 874

        支払利息 527

        徴収不能引当金繰入額 58

        維持補修費 436

        減価償却費 2,089

        その他 520

        その他 568

      物件費等 6,214

        物件費 3,168

        職員給与費 3,544

        賞与等引当金繰入額 303

        退職手当引当金繰入額 329

  経常費用 36,174

    業務費用 11,833

      人件費 4,745

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】

（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 28,500 67,584 -39,084 -

  純行政コスト（△） -33,382 -33,382 -

  財源 33,548 33,548 -

    税収等 21,917 21,917 -

    国県等補助金 11,631 11,631 -

  本年度差額 165 165 -

  固定資産等の変動（内部変動） -24 24

    有形固定資産等の増加 2,201 -2,201

    有形固定資産等の減少 -1,904 1,904

    貸付金・基金等の増加 1,548 -1,548

    貸付金・基金等の減少 -1,869 1,869

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 18 18

  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 0 - 0 -

  その他 - -52 52

  本年度純資産変動額 183 -58 241 -

本年度末純資産残高 28,683 67,526 -38,843 -

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）

前年度末歳計外現金残高 3

本年度歳計外現金増減額 7

本年度末歳計外現金残高 10

本年度末現金預金残高 2,729

財務活動収支 240

本年度資金収支額 445

前年度末資金残高 2,274

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,719

    地方債等償還支出 2,821

    その他の支出 1

  財務活動収入 3,062

    地方債等発行収入 2,775

    その他の収入 287

    資産売却収入 104

    その他の収入 3

投資活動収支 -1,865

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,822

    その他の支出 510

  投資活動収入 2,214

    国県等補助金収入 437

    基金取崩収入 1,171

    貸付金元金回収収入 500

  投資活動支出 4,079

    公共施設等整備費支出 2,212

    基金積立金支出 857

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 500

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1

  臨時収入 -

業務活動収支 2,070

【投資活動収支】

    税収等収入 22,085

    国県等補助金収入 11,186

    使用料及び手数料収入 2,390

    その他の収入 322

  臨時支出 1

    移転費用支出 24,209

      補助金等支出 20,328

      社会保障給付支出 3,844

      その他の支出 36

  業務収入 35,983

    業務費用支出 9,704

      人件費支出 4,618

      物件費等支出 4,141

      支払利息支出 528

      その他の支出 417

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 33,913


