
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 62,006,429,076   固定負債 22,162,749,881

    有形固定資産 58,876,781,616     地方債等 18,605,046,447

      事業用資産 17,187,607,345     長期未払金 -

        土地 10,764,462,812     退職手当引当金 2,800,487,000

        立木竹 306,281,900     損失補償等引当金 -

        建物 14,374,396,146     その他 757,216,434

        建物減価償却累計額 -11,069,174,795   流動負債 1,390,030,888

        工作物 2,552,017,647     １年内償還予定地方債等 1,094,979,168

        工作物減価償却累計額 -1,647,548,550     未払金 10,805,789

        船舶 2,209,999     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -441,999     前受金 173,394

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 143,090,474

        航空機 -     預り金 109,683,292

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,298,771

        その他 - 負債合計 23,552,780,769

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,905,404,185   固定資産等形成分 62,807,401,083

      インフラ資産 40,522,647,572   余剰分（不足分） -21,104,302,996

        土地 9,523,501,310   他団体出資等分 -

        建物 17,098,928,063

        建物減価償却累計額 -8,021,185,230

        工作物 61,722,545,552

        工作物減価償却累計額 -39,801,142,123

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,192,438,819

      物品減価償却累計額 -2,025,912,120

    無形固定資産 130,800,801

      ソフトウェア 89,146,066

      その他 41,654,735

    投資その他の資産 2,998,846,659

      投資及び出資金 220,944,908

        有価証券 191,842,908

        出資金 29,102,000

        その他 -

      長期延滞債権 892,789,950

      長期貸付金 11,124,000

      基金 1,939,536,805

        減債基金 2,424,963

        その他 1,937,111,842

      その他 4,048,870

      徴収不能引当金 -69,597,874

  流動資産 3,249,449,780

    現金預金 1,617,687,220

    未収金 232,787,543

    短期貸付金 -

    基金 800,972,007

      財政調整基金 800,972,007

      減債基金 -

    棚卸資産 613,450,565

    その他 211,500

    徴収不能引当金 -15,659,055

  繰延資産 - 純資産合計 41,703,098,087

資産合計 65,255,878,856 負債及び純資産合計 65,255,878,856

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 9,987,999

    その他 -

純行政コスト 15,128,904,011

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 9,987,999

  臨時損失 465,480,755

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 465,480,755

    使用料及び手数料 1,136,749,903

    その他 279,635,476

純経常行政コスト 14,673,411,255

      社会保障給付 982,509,748

      その他 10,395,929

  経常収益 1,416,385,379

        その他 107,469,330

    移転費用 8,620,767,028

      補助金等 7,627,861,351

      その他の業務費用 418,875,874

        支払利息 228,396,362

        徴収不能引当金繰入額 83,010,182

        維持補修費 292,032,400

        減価償却費 1,926,362,949

        その他 27,578,141

        その他 304,765,134

      物件費等 4,341,362,200

        物件費 2,095,388,710

        職員給与費 2,102,024,924

        賞与等引当金繰入額 143,090,474

        退職手当引当金繰入額 158,911,000

  経常費用 16,089,796,634

    業務費用 7,469,029,606

      人件費 2,708,791,532

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：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 41,817,249,887 61,844,900,441 -20,027,650,554 -

  純行政コスト（△） -15,128,904,011 -15,128,904,011 -

  財源 15,030,616,203 15,030,616,203 -

    税収等 10,967,431,060 10,967,431,060 -

    国県等補助金 4,063,185,143 4,063,185,143 -

  本年度差額 -98,287,808 -98,287,808 -

  固定資産等の変動（内部変動） 970,351,235 -970,351,235

    有形固定資産等の増加 3,069,873,661 -3,069,873,661

    有形固定資産等の減少 -3,350,889,482 3,350,889,482

    貸付金・基金等の増加 1,647,360,607 -1,647,360,607

    貸付金・基金等の減少 -395,993,551 395,993,551

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 -6,878,727 1,134,672 -8,013,399 -

  その他 -8,985,265 -8,985,265 -

  本年度純資産変動額 -114,151,800 962,500,642 -1,076,652,442 -

本年度末純資産残高 41,703,098,087 62,807,401,083 -21,104,302,996 -

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：円）

前年度末歳計外現金残高 102,843,994

本年度歳計外現金増減額 4,424,408

本年度末歳計外現金残高 107,268,402

本年度末現金預金残高 1,617,687,220

財務活動収支 1,002,633,656

本年度資金収支額 161,172,465

前年度末資金残高 1,349,150,492

比例連結割合変更に伴う差額 95,861

本年度末資金残高 1,510,418,818

    地方債等償還支出 1,844,194,100

    その他の支出 32,379,564

  財務活動収入 2,879,207,320

    地方債等発行収入 2,879,207,320

    その他の収入 -

    資産売却収入 953,252,000

    その他の収入 14,135,785

投資活動収支 -3,383,852,670

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,876,573,664

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,070,046,785

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 92,659,000

    貸付金元金回収収入 10,000,000

  投資活動支出 4,453,899,455

    公共施設等整備費支出 2,943,275,154

    基金積立金支出 1,500,619,501

    投資及び出資金支出 4,800

    貸付金支出 10,000,000

    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 2,542,391,479

【投資活動収支】

    税収等収入 10,964,409,671

    国県等補助金収入 4,063,185,143

    使用料及び手数料収入 1,119,548,687

    その他の収入 294,517,956

  臨時支出 -

    移転費用支出 8,619,317,428

      補助金等支出 7,627,861,351

      社会保障給付支出 982,509,748

      その他の支出 8,946,329

  業務収入 16,441,661,457

    業務費用支出 5,279,952,550

      人件費支出 2,547,673,013

      物件費等支出 2,415,435,237

      支払利息支出 228,396,362

      その他の支出 88,447,938

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 13,899,269,978


