
【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 15,278,883 固定負債 2,002,550
有形固定資産 13,114,740 地方債等 1,769,036

事業用資産 11,866,349 長期未払金 -
土地 1,449,610 退職手当引当金 233,487
立木竹 7,493,036 損失補償等引当金 -
建物 7,070,460 その他 27
建物減価償却累計額 △ 4,184,391 流動負債 291,552
建物減損損失累計額 - 257,109
工作物 35,399 未払金 8,206
工作物減価償却累計額 △ 6,345 未払費用 4,320
工作物減損損失累計額 - 前受金 47
船舶 - 前受収益 146
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 12,491
船舶減損損失累計額 - 預り金 3,944
浮標等 - その他 5,290
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 2,294,101
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 15,505,609
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 2,088,991
航空機減損損失累計額 - 他団体出資等分 -
その他 65
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 8,514

インフラ資産 1,195,671
土地 8,857
建物 -
建物減価償却累計額 -
建物減損損失累計額 -
工作物 4,717,636
工作物減価償却累計額 △ 3,568,676
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 37,854

物品 1,031,766
物品減価償却累計額 △ 979,045
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 783
ソフトウェア 783
その他 -

投資その他の資産 2,163,360
投資及び出資金 35,633

有価証券 8,720
出資金 26,913
その他 -

長期延滞債権 79
長期貸付金 229
基金 2,127,387

減債基金 565,799
その他 1,561,589

その他 31
徴収不能引当金 -

流動資産 431,837
現金預金 206,294
未収金 3,881
短期貸付金 -

基金 213,345

財政調整基金 213,345
減債基金 -

棚卸資産 8,272
その他 45
徴収不能引当金 0

繰延資産 - 純資産合計 13,416,618
資産合計 15,710,720 負債及び純資産合計 15,710,720

（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 1,899,080

業務費用 1,195,456

人件費 297,892

250,179

賞与等引当金繰入額 12,491

退職手当引当金繰入額 9,699

その他 25,523

物件費等 868,486

物件費 381,810

維持補修費 106,571

減価償却費 273,941

その他 106,163

その他の業務費用 29,079

支払利息 19,009

徴収不能引当金繰入額 △ 6

その他 10,075

移転費用 703,624

補助金等 493,050

社会保障給付 205,588

その他 3,148

経常収益 335,686

使用料及び手数料 63,316

その他 272,370

純経常行政コスト △ 1,563,394

臨時損失 -

災害復旧事業費 -

資産除売却損 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 34

資産売却益 34

その他 -

純行政コスト △ 1,563,360

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 13,116,378 15,432,989 △ 2,316,611 -

純行政コスト（△） △ 1,564,037 △ 1,564,037 -

財源 1,864,124 1,864,124 -

税収等 1,365,828 1,365,828 -

国県等補助金 498,296 498,296 -

本年度差額 300,087 300,087 -

固定資産等の変動（内部変動） 72,457 △ 72,457

有形固定資産等の増加 201,220 △ 201,220

有形固定資産等の減少 △ 271,168 271,168

貸付金・基金等の増加 279,483 △ 279,483

貸付金・基金等の減少 △ 137,078 137,078

資産評価差額 - -

無償所管換等 0 0

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 154 - 154

本年度純資産変動額 300,240 72,457 227,783 -

本年度末純資産残高 13,416,618 15,505,446 △ 2,088,827 -

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 1,899,080
業務費用 1,195,456

人件費 297,892 　
職員給与費 250,179
賞与等引当金繰入額 12,491
退職手当引当金繰入額 9,699
その他 25,523

物件費等 868,486
物件費 381,810
維持補修費 106,571
減価償却費 273,941
その他 106,163

その他の業務費用 29,079
支払利息 19,009
徴収不能引当金繰入額 △ 6
その他 10,075

移転費用 703,624
補助金等 493,050
社会保障給付 205,588
その他 3,148

経常収益 335,686
使用料及び手数料 63,316
その他 272,370

純経常行政コスト △ 1,563,394
臨時損失 -

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

臨時利益 34
資産売却益 34 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 △ 1,564,037 △ 1,564,037 -
財源 1,864,124 1,864,124 -

税収等 1,365,828 1,365,828 -
国県等補助金 498,296 498,296 -

本年度差額 300,087 300,087 -
固定資産等の変動（内部変動） 72,457 △ 72,457

有形固定資産等の増加 201,220 △ 201,220
有形固定資産等の減少 △ 271,168 271,168
貸付金・基金等の増加 279,483 △ 279,483
貸付金・基金等の減少 △ 137,078 137,078

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
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 154 - 154

本年度純資産変動額 300,240 72,457 227,783 -
前年度末純資産残高 13,116,378 15,432,989 △ 2,316,611 -
本年度末純資産残高 13,416,618 15,505,446 △ 2,088,827 -

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 1,429,120

業務費用支出 723,500
人件費支出 232,414
物件費等支出 462,415
支払利息支出 18,612
その他の支出 10,058

移転費用支出 705,620
補助金等支出 493,050
社会保障給付支出 187,588
その他の支出 23,144

業務収入 1,914,782
税収等収入 1,365,896
国県等補助金収入 401,691
使用料及び手数料収入 64,264
その他の収入 82,932

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 485,662
【投資活動収支】

投資活動支出 477,882
公共施設等整備費支出 200,759
基金積立金支出 277,123
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 233,717
国県等補助金収入 96,605
基金取崩収入 135,000
貸付金元金回収収入 2,079
資産売却収入 34
その他の収入 0

投資活動収支 △ 244,165
【財務活動収支】

財務活動支出 420,714
地方債等償還支出 420,714
その他の支出 -

財務活動収入 196,754
地方債等発行収入 196,754
その他の収入 0

財務活動収支 △ 223,960
本年度資金収支額 17,536
前年度末資金残高 190,914
比例連結割合変更に伴う差額 17
本年度末資金残高 208,467

前年度末歳計外現金残高 3,256
本年度歳計外現金増減額 117
本年度末歳計外現金残高 3,373
本年度末現金預金残高 211,840

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日
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