
【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 33,561,770,135   固定負債 16,697,388,954

    有形固定資産 29,310,639,251     地方債等 14,493,381,169

      事業用資産 14,826,213,302     長期未払金 -

        土地 5,273,235,975     退職手当引当金 1,327,280,219

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 -

        建物 16,386,830,272     その他 876,727,566

        建物減価償却累計額 -10,992,526,473   流動負債 1,336,227,135

        工作物 3,082,181,560     １年内償還予定地方債等 909,994,617

        工作物減価償却累計額 -2,103,396,890     未払金 207,658,493

        船舶 -     未払費用 16,734

        船舶減価償却累計額 -     前受金 315,170

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 104,163,677

        航空機 -     預り金 83,608,535

        航空機減価償却累計額 -     その他 30,469,909

        その他 3,114,985,923 負債合計 18,033,616,089

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 54,902,935   固定資産等形成分 34,342,714,382

      インフラ資産 14,349,510,618   余剰分（不足分） -15,810,759,596

        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 522,314,124

      物品減価償却累計額 -387,398,793

    無形固定資産 816,278,935

      ソフトウェア 1,068,518

      その他 815,210,417

    投資その他の資産 3,434,851,949

      投資及び出資金 45,004,000

        有価証券 -

        出資金 44,004,000

        その他 1,000,000

      長期延滞債権 180,957,725

      長期貸付金 821,952

      基金 3,210,193,845

        減債基金 213,187,364

        その他 2,997,006,481

      その他 13,758,887

      徴収不能引当金 -15,884,460

  流動資産 3,003,800,740

    現金預金 1,883,992,238

    未収金 345,085,659

    短期貸付金 7,000,000

    基金 773,944,247

      財政調整基金 773,944,247

      減債基金 -

    棚卸資産 1,087,850

    その他 580,958

    徴収不能引当金 -7,890,212

  繰延資産 - 純資産合計 18,531,954,786

資産合計 36,565,570,875 負債及び純資産合計 36,565,570,875

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 213,381,461

    その他 2,292,010

純行政コスト 14,924,954,829

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 215,673,471

  臨時損失 1,203,269

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,203,269

    使用料及び手数料 634,835,412

    その他 669,375,705

純経常行政コスト 15,139,425,031

      社会保障給付 934,944,856

      その他 64,008,050

  経常収益 1,304,211,117

        その他 263,612,533

    移転費用 9,954,941,410

      補助金等 8,955,988,504

      その他の業務費用 474,527,675

        支払利息 194,905,474

        徴収不能引当金繰入額 16,009,668

        維持補修費 277,718,861

        減価償却費 1,106,561,467

        その他 7,500,248

        その他 625,387,423

      物件費等 3,896,514,277

        物件費 2,504,733,701

        職員給与費 1,204,789,732

        賞与等引当金繰入額 100,619,677

        退職手当引当金繰入額 186,855,954

  経常費用 16,443,636,148

    業務費用 6,488,694,738

      人件費 2,117,652,786

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 19,171,422,213 33,852,700,208 -14,681,277,995 -

  純行政コスト（△） -14,924,954,829 -14,924,954,829 -

  財源 14,284,657,363 14,284,657,363 -

    税収等 10,188,361,694 10,188,361,694 -

    国県等補助金 4,096,295,669 4,096,295,669 -

  本年度差額 -640,297,466 -640,297,466 -

  固定資産等の変動（内部変動） 489,184,130 -489,184,130

    有形固定資産等の増加 2,165,236,913 -2,165,236,913

    有形固定資産等の減少 -2,360,384,408 2,360,384,408

    貸付金・基金等の増加 1,450,490,276 -1,450,490,276

    貸付金・基金等の減少 -766,158,651 766,158,651

  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 -5 - -5 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -639,467,427 490,014,174 -1,129,481,601 -

本年度末純資産残高 18,531,954,786 34,342,714,382 -15,810,759,596 -

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 88,390,162

本年度歳計外現金増減額 -5,707,250

本年度末歳計外現金残高 82,682,912

本年度末現金預金残高 1,883,992,238

財務活動収支 -125,327,658

本年度資金収支額 -313,371,822

前年度末資金残高 2,114,681,148

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,801,309,326

    地方債等償還支出 1,288,460,420

    その他の支出 6,315,607

  財務活動収入 1,169,448,369

    地方債等発行収入 1,168,448,369

    その他の収入 1,000,000

    資産売却収入 392,698,661

    その他の収入 71,939,375

投資活動収支 -414,929,722

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,294,776,027

    その他の支出 210,015,944

  投資活動収入 1,184,577,508

    国県等補助金収入 110,398,743

    基金取崩収入 595,446,229

    貸付金元金回収収入 14,094,500

  投資活動支出 1,599,507,230

    公共施設等整備費支出 1,086,683,467

    基金積立金支出 295,796,819

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 7,011,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 572,290

業務活動収支 226,885,558

【投資活動収支】

    税収等収入 10,036,235,478

    国県等補助金収入 4,044,219,887

    使用料及び手数料収入 635,987,669

    その他の収入 621,127,660

  臨時支出 -

    移転費用支出 10,037,901,167

      補助金等支出 8,955,019,524

      社会保障給付支出 934,944,856

      その他の支出 147,936,787

  業務収入 15,337,570,694

    業務費用支出 5,073,356,259

      人件費支出 1,814,377,273

      物件費等支出 2,892,576,528

      支払利息支出 194,908,707

      その他の支出 171,493,751

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 15,111,257,426


