
【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 22,823,956 固定負債 7,356,630
有形固定資産 18,827,695 地方債等 6,540,379

事業用資産 6,726,556 長期未払金 3,772
土地 1,997,425 退職手当引当金 798,702
立木竹 160,151 損失補償等引当金 -
建物 10,493,858 その他 13,777
建物減価償却累計額 △ 6,304,195 流動負債 837,069
建物減損損失累計額 - 592,273
工作物 101,850 未払金 21,233
工作物減価償却累計額 △ 62,957 未払費用 -
工作物減損損失累計額 - 前受金 151,544
船舶 1,885 前受収益 54
船舶減価償却累計額 △ 1,885 賞与等引当金 53,830
船舶減損損失累計額 - 預り金 12,627
浮標等 - その他 5,508
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 8,193,699
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 25,582,828
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 7,099,822
航空機減損損失累計額 - 他団体出資等分 -
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 340,424

インフラ資産 11,880,547
土地 98,517
建物 1,648,946
建物減価償却累計額 △ 764,282
建物減損損失累計額 -
工作物 27,111,996
工作物減価償却累計額 △ 16,263,530
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 48,901

物品 1,095,424
物品減価償却累計額 △ 874,832
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 137,060
ソフトウェア 136,251
その他 809

投資その他の資産 3,859,201
投資及び出資金 77,753

有価証券 429
出資金 77,311
その他 13

長期延滞債権 72,425
長期貸付金 166,223
基金 3,506,284

減債基金 41,171
その他 3,465,113

その他 38,404
徴収不能引当金 △ 1,887

流動資産 3,852,749
現金預金 1,003,856
未収金 8,460
短期貸付金 22,259

基金 2,816,823

財政調整基金 2,801,803
減債基金 15,021

棚卸資産 1,275
その他 287
徴収不能引当金 △ 212

繰延資産 - 純資産合計 18,483,006
資産合計 26,676,705 負債及び純資産合計 26,676,705

（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 5,766,611

業務費用 3,017,122

人件費 824,231

748,683

賞与等引当金繰入額 53,830

退職手当引当金繰入額 △ 30,662

その他 52,380

物件費等 2,064,598

物件費 1,160,357

維持補修費 52,159

減価償却費 821,633

その他 30,449

その他の業務費用 128,293

支払利息 69,159

徴収不能引当金繰入額 1,557

その他 57,578

移転費用 2,749,489

補助金等 2,512,513

社会保障給付 234,314

その他 2,662

経常収益 1,050,683

使用料及び手数料 200,429

その他 850,253

純経常行政コスト △ 4,715,929

臨時損失 234,286

災害復旧事業費 -

資産除売却損 234,286

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 127,364

資産売却益 127,364

その他 -

純行政コスト △ 4,822,850

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 17,699,342 24,938,782 △ 7,239,440 -

純行政コスト（△） △ 4,822,850 △ 4,822,850 -

財源 5,598,851 5,598,851 -

税収等 4,230,797 4,230,797 -

国県等補助金 1,368,055 1,368,055 -

本年度差額 776,001 776,001 -

固定資産等の変動（内部変動） 636,383 △ 636,383

有形固定資産等の増加 1,071,757 △ 1,071,757

有形固定資産等の減少 △ 1,148,489 1,148,489

貸付金・基金等の増加 1,338,688 △ 1,338,688

貸付金・基金等の減少 △ 625,572 625,572

資産評価差額 △ 111 △ 111

無償所管換等 7,774 7,774

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 - - -

本年度純資産変動額 783,664 644,046 139,618 -

本年度末純資産残高 18,483,006 25,582,828 △ 7,099,822 -

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 5,766,611
業務費用 3,017,122

人件費 824,231 　
職員給与費 748,683
賞与等引当金繰入額 53,830
退職手当引当金繰入額 △ 30,662
その他 52,380

物件費等 2,064,598
物件費 1,160,357
維持補修費 52,159
減価償却費 821,633
その他 30,449

その他の業務費用 128,293
支払利息 69,159
徴収不能引当金繰入額 1,557
その他 57,578

移転費用 2,749,489
補助金等 2,512,513
社会保障給付 234,314
その他 2,662

経常収益 1,050,683
使用料及び手数料 200,429
その他 850,253

純経常行政コスト △ 4,715,929
臨時損失 234,286

災害復旧事業費 -
資産除売却損 234,286
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 127,364
資産売却益 127,364 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 △ 4,822,850 △ 4,822,850 -
財源 5,598,851 5,598,851 -

税収等 4,230,797 4,230,797 -
国県等補助金 1,368,055 1,368,055 -

本年度差額 776,001 776,001 -
固定資産等の変動（内部変動） 636,383 △ 636,383

有形固定資産等の増加 1,071,757 △ 1,071,757
有形固定資産等の減少 △ 1,148,489 1,148,489
貸付金・基金等の増加 1,338,688 △ 1,338,688
貸付金・基金等の減少 △ 625,572 625,572

資産評価差額 △ 111 △ 111
無償所管換等 7,774 7,774
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 - - -

本年度純資産変動額 783,664 644,046 139,618 -
前年度末純資産残高 17,699,342 24,938,782 △ 7,239,440 -
本年度末純資産残高 18,483,006 25,582,828 △ 7,099,822 -

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 5,071,008

業務費用支出 2,321,519
人件費支出 934,484
物件費等支出 1,260,790
支払利息支出 69,118
その他の支出 57,127

移転費用支出 2,749,490
補助金等支出 2,512,514
社会保障給付支出 234,314
その他の支出 2,662

業務収入 6,488,486
税収等収入 4,217,395
国県等補助金収入 1,213,241
使用料及び手数料収入 203,773
その他の収入 854,077

臨時支出 -
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 1,417,477
【投資活動収支】

投資活動支出 2,376,776
公共施設等整備費支出 1,037,863
基金積立金支出 1,162,073
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 176,840
その他の支出 -

投資活動収入 859,512
国県等補助金収入 153,374
基金取崩収入 346,080
貸付金元金回収収入 155,431
資産売却収入 127,364
その他の収入 77,263

投資活動収支 △ 1,517,264
【財務活動収支】

財務活動支出 591,347
地方債等償還支出 591,347
その他の支出 -

財務活動収入 934,533
地方債等発行収入 929,533
その他の収入 5,000

財務活動収支 343,186
本年度資金収支額 243,400
前年度末資金残高 739,735
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 983,135

前年度末歳計外現金残高 22,128
本年度歳計外現金増減額 △ 1,407
本年度末歳計外現金残高 20,722
本年度末現金預金残高 1,003,856

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日


	BS
	PL
	NWM
	PL及びNWM
	CF

