
【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 27,336,545,306   固定負債 12,316,520,489

    有形固定資産 24,257,952,626     地方債等 11,001,905,206

      事業用資産 9,789,612,320     長期未払金 -

        土地 5,060,470,162     退職手当引当金 437,887,717

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 -

        建物 13,711,650,041     その他 876,727,566

        建物減価償却累計額 -9,471,515,977   流動負債 1,160,054,018

        工作物 534,858,863     １年内償還予定地方債等 871,866,134

        工作物減価償却累計額 -109,162,310     未払金 88,408,163

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 185,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 99,604,762

        航空機 -     預り金 81,660,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,328,965

        その他 - 負債合計 13,476,574,507

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 53,311,541   固定資産等形成分 28,048,613,548

      インフラ資産 14,349,510,618   余剰分（不足分） -11,898,285,316

        土地 2,243,384,586   他団体出資等分 -

        建物 928,671,935

        建物減価償却累計額 -465,433,646

        工作物 28,813,626,058

        工作物減価償却累計額 -17,439,072,284

        その他 616,717,388

        その他減価償却累計額 -438,268,131

        建設仮勘定 89,884,712

      物品 381,824,654

      物品減価償却累計額 -262,994,966

    無形固定資産 814,320,882

      ソフトウェア -

      その他 814,320,882

    投資その他の資産 2,264,271,798

      投資及び出資金 43,989,000

        有価証券 -

        出資金 43,989,000

        その他 -

      長期延滞債権 178,646,553

      長期貸付金 -

      基金 2,057,169,899

        減債基金 213,187,364

        その他 1,843,982,535

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,533,654

  流動資産 2,290,357,433

    現金預金 1,477,170,576

    未収金 107,889,108

    短期貸付金 7,000,000

    基金 705,068,242

      財政調整基金 705,068,242

      減債基金 -

    棚卸資産 1,087,850

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,858,343

  繰延資産 - 純資産合計 16,150,328,232

資産合計 29,626,902,739 負債及び純資産合計 29,626,902,739

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 213,017,125

    その他 -

純行政コスト 12,033,403,915

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 213,017,125

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 569,265,637

    その他 96,718,303

純経常行政コスト 12,246,421,040

      社会保障給付 934,944,856

      その他 23,322,078

  経常収益 665,983,940

        その他 124,463,339

    移転費用 7,454,995,184

      補助金等 6,496,728,250

      その他の業務費用 294,977,013

        支払利息 154,612,665

        徴収不能引当金繰入額 15,901,009

        維持補修費 273,641,908

        減価償却費 1,001,970,203

        その他 5,624,826

        その他 468,418,225

      物件費等 3,422,569,766

        物件費 2,141,332,829

        職員給与費 998,264,506

        賞与等引当金繰入額 96,060,762

        退職手当引当金繰入額 177,119,524

  経常費用 12,912,404,980

    業務費用 5,457,409,796

      人件費 1,739,863,017

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 16,936,865,673 28,427,334,396 -11,490,468,723 -

  純行政コスト（△） -12,033,403,915 -12,033,403,915 -

  財源 11,246,036,430 11,246,036,430 -

    税収等 8,448,782,148 8,448,782,148 -

    国県等補助金 2,797,254,282 2,797,254,282 -

  本年度差額 -787,367,485 -787,367,485 -

  固定資産等の変動（内部変動） -379,550,892 379,550,892

    有形固定資産等の増加 1,457,430,047 -1,457,430,047

    有形固定資産等の減少 -1,708,393,856 1,708,393,856

    貸付金・基金等の増加 597,320,633 -597,320,633

    貸付金・基金等の減少 -725,907,716 725,907,716

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 830,044 830,044

  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 -786,537,441 -378,720,848 -407,816,593 -

本年度末純資産残高 16,150,328,232 28,048,613,548 -11,898,285,316 -

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 86,718,218

本年度歳計外現金増減額 -5,057,224

本年度末歳計外現金残高 81,660,994

本年度末現金預金残高 1,477,170,576

財務活動収支 -39,377,917

本年度資金収支額 -296,151,967

前年度末資金残高 1,691,661,549

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,395,509,582

    地方債等償還支出 1,126,577,917

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,087,200,000

    地方債等発行収入 1,087,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 392,334,324

    その他の収入 -

投資活動収支 -329,220,916

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,126,577,917

    その他の支出 210,015,944

  投資活動収入 1,058,658,324

    国県等補助金収入 95,424,000

    基金取崩収入 557,310,000

    貸付金元金回収収入 13,590,000

  投資活動支出 1,387,879,240

    公共施設等整備費支出 924,862,085

    基金積立金支出 246,411,211

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,590,000

    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 72,446,866

【投資活動収支】

    税収等収入 8,445,681,506

    国県等補助金収入 2,702,694,282

    使用料及び手数料収入 570,416,588

    その他の収入 61,037,127

  臨時支出 -

    移転費用支出 7,454,995,184

      補助金等支出 6,496,728,250

      社会保障給付支出 934,944,856

      その他の支出 23,322,078

  業務収入 11,779,829,503

    業務費用支出 4,252,387,453

      人件費支出 1,552,056,829

      物件費等支出 2,428,331,936

      支払利息支出 154,612,665

      その他の支出 117,386,023

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 11,707,382,637


