
【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 85,036,924,404  固定負債 26,015,001,244

    有形固定資産 78,853,666,165    地方債等 20,992,311,426

      事業用資産 24,730,790,040    長期未払金 -

        土地 4,335,953,461    退職手当引当金 2,311,434,889

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 47,361,957,932    その他 2,711,254,929

        建物減価償却累計額 -27,726,198,389  流動負債 3,336,623,851

        工作物 694,096,362    １年内償還予定地方債等 2,617,806,800

        工作物減価償却累計額 -417,399,166    未払金 401,740,954

        船舶 19,692,759    未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -    前受金 -

        浮標等 24,514,000    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -24,513,999    賞与等引当金 204,651,980

        航空機 -    預り金 92,568,555

        航空機減価償却累計額 -    その他 19,855,562

        その他 53,939負債合計 29,351,625,095

        その他減価償却累計額 -53,939【純資産の部】

        建設仮勘定 462,687,080  固定資産等形成分 89,071,510,983

      インフラ資産 52,474,353,522  余剰分（不足分） -26,960,783,621

        土地 153,004,778  他団体出資等分 -

        建物 947,535,102

        建物減価償却累計額 -609,634,634

        工作物 143,199,986,458

        工作物減価償却累計額 -93,135,856,021

        その他 5,652,950,459

        その他減価償却累計額 -3,733,632,620

        建設仮勘定 -

      物品 7,034,843,626

      物品減価償却累計額 -5,386,321,023

    無形固定資産 1,743,261,819

      ソフトウェア 90,513,995

      その他 1,652,747,824

    投資その他の資産 4,439,996,420

      投資及び出資金 307,247,826

        有価証券 -

        出資金 307,247,826

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 254,327,685

      長期貸付金 173,700,961

      基金 3,712,833,749

        減債基金 -

        その他 3,712,833,749

      その他 59,626,440

      徴収不能引当金 -67,740,241

  流動資産 6,425,428,053

    現金預金 1,837,705,290

    未収金 521,713,737

    短期貸付金 -

    基金 4,034,586,579

      財政調整基金 3,265,017,569

      減債基金 769,569,010

    棚卸資産 25,233,404

    その他 7,549,347

    徴収不能引当金 -1,360,304

  繰延資産 -純資産合計 62,110,727,362

資産合計 91,462,352,457負債及び純資産合計 91,462,352,457

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）

    その他 26,579,264

純行政コスト 20,256,991,277

    その他 16,551,278

  臨時利益 33,182,002

    資産売却益 6,602,738

    資産除売却損 34,667,811

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 20,238,954,190

  臨時損失 51,219,089

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,065,302,284

    使用料及び手数料 2,709,925,631

    その他 1,355,376,653

      社会保障給付 1,009,324,202

      他会計への繰出金 541,488,081

      その他 3,761,917,813

        その他 202,230,981

    移転費用 11,969,688,586

      補助金等 6,656,958,490

      その他の業務費用 412,514,046

        支払利息 204,871,213

        徴収不能引当金繰入額 5,411,852

        維持補修費 269,428,933

        減価償却費 4,096,526,726

        その他 7,117,948

        その他 724,658,512

      物件費等 7,969,744,467

        物件費 3,596,670,860

        職員給与費 2,814,612,626

        賞与等引当金繰入額 151,781,317

        退職手当引当金繰入額 261,256,920

  経常費用 24,304,256,474

    業務費用 12,334,567,888

      人件費 3,952,309,375

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)

前年度末純資産残高 62,195,932,943 88,459,695,946 -26,263,763,003 -

  純行政コスト（△） -20,256,991,277 -20,256,991,277 -

  財源 20,177,022,913 20,177,022,913 -

    税収等 14,534,850,176 14,534,850,176 -

    国県等補助金 5,642,172,737 5,642,172,737 -

  本年度差額 -79,968,364 -79,968,364 -

  固定資産等の変動（内部変動） 593,594,432 -593,594,432

    有形固定資産等の増加 4,177,294,296 -4,177,294,296

    有形固定資産等の減少 -4,360,559,632 4,360,559,632

    貸付金・基金等の増加 1,026,073,330 -1,026,073,330

    貸付金・基金等の減少 -249,213,562 249,213,562

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,547,369 15,547,369

  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 286,701 3,651,240 -3,364,539 -

  その他 -21,071,287 -978,004 -20,093,283

  本年度純資産変動額 -85,205,581 611,815,037 -697,020,618 -

本年度末純資産残高 62,110,727,362 89,071,510,983 -26,960,783,621 -

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）

本年度末資金残高 1,761,511,660

前年度末歳計外現金残高 78,542,899

本年度歳計外現金増減額 -2,349,269

本年度末歳計外現金残高 76,193,630

本年度末現金預金残高 1,837,705,290

    その他の収入 -

財務活動収支 886,339,827

本年度資金収支額 125,122,698

前年度末資金残高 1,638,174,431

比例連結割合変更に伴う差額 -1,785,469

  財務活動支出 3,084,360,173

    地方債等償還支出 3,084,360,173

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,970,700,000

    地方債等発行収入 3,970,700,000

    貸付金元金回収収入 20,000,000

    資産売却収入 8,629,900

    その他の収入 179,020,000

投資活動収支 -4,058,383,569

【財務活動収支】

    貸付金支出 125,572,477

    その他の支出 -

  投資活動収入 899,738,021

    国県等補助金収入 503,703,012

    基金取崩収入 188,385,109

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,958,121,590

    公共施設等整備費支出 3,926,568,857

    基金積立金支出 895,980,256

    投資及び出資金支出 10,000,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 5,647,000

業務活動収支 3,297,166,440

  業務収入 23,948,121,143

    税収等収入 14,666,424,854

    国県等補助金収入 5,175,403,326

    使用料及び手数料収入 2,658,140,843

    その他の収入 1,448,152,120

    移転費用支出 12,082,328,997

      補助金等支出 6,774,656,898

      社会保障給付支出 1,009,324,202

      他会計への繰出支出 541,488,081

      その他の支出 3,756,859,816

    業務費用支出 8,574,272,706

      人件費支出 3,886,484,047

      物件費等支出 4,057,095,322

      支払利息支出 204,871,213

      その他の支出 425,822,124

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 20,656,601,703


