
【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 29,487,319 固定負債 11,713,032
有形固定資産 26,805,621 地方債等 9,729,632

事業用資産 13,432,513 長期未払金 -
土地 2,916,292 退職手当引当金 1,789,779
立木竹 2,078 損失補償等引当金 -
建物 24,234,979 その他 193,620
建物減価償却累計額 △ 16,102,103 流動負債 1,398,295
建物減損損失累計額 - 1,268,603
工作物 1,529,409 未払金 6,222
工作物減価償却累計額 △ 480,072 未払費用 -
工作物減損損失累計額 - 前受金 -
船舶 - 前受収益 -
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 79,088
船舶減損損失累計額 - 預り金 35,855
浮標等 - その他 8,526
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 13,111,327
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 31,089,090
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 12,319,627
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 1,331,929

インフラ資産 12,858,895
土地 945,599
建物 2,376,955
建物減価償却累計額 △ 1,023,663
建物減損損失累計額 -
工作物 22,920,367
工作物減価償却累計額 △ 12,378,147
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 17,785

物品 2,013,670
物品減価償却累計額 △ 1,499,458
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 98
ソフトウェア 98
その他 -

投資その他の資産 2,681,600
投資及び出資金 73,144

有価証券 41,480
出資金 31,664
その他 -

長期延滞債権 60,690
長期貸付金 80,800
基金 2,469,618

減債基金 677,196
その他 1,792,422

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,651

流動資産 2,393,471
現金預金 756,021
未収金 12,189
短期貸付金 -

基金 1,622,423

財政調整基金 1,622,423
減債基金 -

棚卸資産 3,642
その他 -
徴収不能引当金 △ 804

繰延資産 - 純資産合計 18,769,463
資産合計 31,880,790 負債及び純資産合計 31,880,790

（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 9,023,122

業務費用 4,581,990

人件費 1,486,367

1,191,047

賞与等引当金繰入額 79,088

退職手当引当金繰入額 2,413

その他 213,819

物件費等 2,903,236

物件費 1,431,624

維持補修費 256,004

減価償却費 1,215,609

その他 -

その他の業務費用 192,387

支払利息 134,035

徴収不能引当金繰入額 2,998

その他 55,354

移転費用 4,441,132

補助金等 4,019,063

社会保障給付 419,522

その他 2,547

経常収益 696,388

使用料及び手数料 480,426

その他 215,962

純経常行政コスト △ 8,326,734

臨時損失 16,867

災害復旧事業費 -

資産除売却損 992

損失補償等引当金繰入額 -

その他 15,875

臨時利益 20,852

資産売却益 13,234

その他 7,618

純行政コスト △ 8,322,750

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 18,407,703 30,773,517 △ 12,365,813 -

純行政コスト（△） △ 8,322,750 △ 8,322,750 -

財源 8,669,588 8,669,588 -

税収等 6,139,414 6,139,414 -

国県等補助金 2,530,175 2,530,175 -

本年度差額 346,839 346,839 -

固定資産等の変動（内部変動） 306,376 △ 306,376

有形固定資産等の増加 1,314,620 △ 1,314,620

有形固定資産等の減少 △ 1,224,188 1,224,188

貸付金・基金等の増加 462,832 △ 462,832

貸付金・基金等の減少 △ 246,888 246,888

資産評価差額 - -

無償所管換等 9,197 9,197

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 5,724 - 5,724

本年度純資産変動額 361,759 315,573 46,186 -

本年度末純資産残高 18,769,463 31,089,090 △ 12,319,627 -

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 9,023,122
業務費用 4,581,990

人件費 1,486,367 　
職員給与費 1,191,047
賞与等引当金繰入額 79,088
退職手当引当金繰入額 2,413
その他 213,819

物件費等 2,903,236
物件費 1,431,624
維持補修費 256,004
減価償却費 1,215,609
その他 -

その他の業務費用 192,387
支払利息 134,035
徴収不能引当金繰入額 2,998
その他 55,354

移転費用 4,441,132
補助金等 4,019,063
社会保障給付 419,522
その他 2,547

経常収益 696,388
使用料及び手数料 480,426
その他 215,962

純経常行政コスト △ 8,326,734
臨時損失 16,867

災害復旧事業費 -
資産除売却損 992
損失補償等引当金繰入額 -
その他 15,875

臨時利益 20,852
資産売却益 13,234 金額
その他 7,618 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 △ 8,322,750 △ 8,322,750 -
財源 8,669,588 8,669,588 -

税収等 6,139,414 6,139,414 -
国県等補助金 2,530,175 2,530,175 -

本年度差額 346,839 346,839 -
固定資産等の変動（内部変動） 306,376 △ 306,376

有形固定資産等の増加 1,314,620 △ 1,314,620
有形固定資産等の減少 △ 1,224,188 1,224,188
貸付金・基金等の増加 462,832 △ 462,832
貸付金・基金等の減少 △ 246,888 246,888

資産評価差額 - -
無償所管換等 9,197 9,197
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 5,724 - 5,724

本年度純資産変動額 361,759 315,573 46,186 -
前年度末純資産残高 18,407,703 30,773,517 △ 12,365,813 -
本年度末純資産残高 18,769,463 31,089,090 △ 12,319,627 -

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 7,795,677

業務費用支出 3,354,568
人件費支出 1,477,365
物件費等支出 1,688,184
支払利息支出 134,035
その他の支出 54,985

移転費用支出 4,441,109
補助金等支出 4,019,040
社会保障給付支出 419,522
その他の支出 2,547

業務収入 8,906,754
税収等収入 6,131,543
国県等補助金収入 2,079,620
使用料及び手数料収入 481,534
その他の収入 214,058

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 1,111,077
【投資活動収支】

投資活動支出 1,788,047
公共施設等整備費支出 1,314,620
基金積立金支出 394,803
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 78,625
その他の支出 -

投資活動収入 722,375
国県等補助金収入 450,555
基金取崩収入 197,404
貸付金元金回収収入 53,600
資産売却収入 20,815
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,065,673
【財務活動収支】

財務活動支出 1,258,441
地方債等償還支出 1,257,907
その他の支出 534

財務活動収入 1,052,161
地方債等発行収入 1,052,161
その他の収入 -

財務活動収支 △ 206,280
本年度資金収支額 △ 160,875
前年度末資金残高 866,342
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 705,467

前年度末歳計外現金残高 53,529
本年度歳計外現金増減額 △ 2,975
本年度末歳計外現金残高 50,554
本年度末現金預金残高 756,021

自　平成28年4月1日

至　平成29年3月31日
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