
【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 44,896,047,892   固定負債 15,819,631,623

    有形固定資産 42,848,580,397     地方債等 13,945,055,559

      事業用資産 12,126,255,901     長期未払金 -

        土地 3,067,358,049     退職手当引当金 1,316,557,936

        立木竹 34,727,880     損失補償等引当金 -

        建物 19,659,958,828     その他 558,018,128

        建物減価償却累計額 △ 11,173,367,111   流動負債 1,616,425,994

        工作物 1,256,159,384     １年内償還予定地方債等 1,403,546,317

        工作物減価償却累計額 △ 786,784,209     未払金 50,083,373

        船舶 -     未払費用 15,953,325

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 95,082,506

        航空機 -     預り金 46,760,473

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,000,000

        その他 - 負債合計 17,436,057,617

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 68,203,080   固定資産等形成分 46,478,856,666

      インフラ資産 29,735,093,739   余剰分（不足分） △ 15,675,227,172

        土地 383,771,040   他団体出資等分 44,760,372

        建物 1,879,560,664

        建物減価償却累計額 △ 943,458,817

        工作物 55,984,045,288

        工作物減価償却累計額 △ 27,609,540,436

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 40,716,000

      物品 3,814,484,931

      物品減価償却累計額 △ 2,827,254,174

    無形固定資産 3,861,991

      ソフトウェア 1,775,520

      その他 2,086,471

    投資その他の資産 2,043,605,504

      投資及び出資金 90,690,168

        有価証券 635,168

        出資金 90,055,000

        その他 -

      長期延滞債権 73,148,713

      長期貸付金 125,933,000

      基金 1,748,202,627

        減債基金 -

        その他 1,748,202,627

      その他 9,099,411

      徴収不能引当金 △ 3,468,415

  流動資産 3,388,399,591

    現金預金 1,521,982,448

    未収金 215,082,993

    短期貸付金 14,546,000

    基金 1,568,262,774

      財政調整基金 1,241,908,228

      減債基金 326,354,546

    棚卸資産 31,189,364

    その他 44,892,627

    徴収不能引当金 △ 7,556,615

  繰延資産 - 純資産合計 30,848,389,866

資産合計 48,284,447,483 負債及び純資産合計 48,284,447,483

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）

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

  経常費用 14,509,231,047

    業務費用 6,731,912,149

      人件費 1,825,615,137

        職員給与費 917,436,013

        賞与等引当金繰入額 84,901,083

        退職手当引当金繰入額 179,892,117

        その他 643,385,924

      物件費等 4,549,359,840

        物件費 2,464,740,511

        維持補修費 265,517,023

        減価償却費 1,816,262,101

        その他 2,840,205

      その他の業務費用 356,937,172

        支払利息 246,413,992

        徴収不能引当金繰入額 10,209,599

        その他 100,313,581

    移転費用 7,777,318,898

      補助金等 5,036,164,979

      社会保障給付 2,728,024,678

      その他 13,129,241

  経常収益 2,475,195,583

    使用料及び手数料 594,809,972

    その他 1,880,385,611

純経常行政コスト 12,034,035,464

  臨時損失 19,669,720

    災害復旧事業費 47,589

    資産除売却損 19,152,882

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 469,249

  臨時利益 21,146,020

    資産売却益 10,304,305

    その他 10,841,715

純行政コスト 12,032,559,164



【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 31,414,691,284 47,050,278,192 △ 15,675,770,093 40,183,185

  純行政コスト（△） △ 12,032,559,164 △ 12,037,636,351 5,077,187

  財源 11,394,218,883 11,394,218,883 -

    税収等 7,483,772,347 7,483,772,347 -

    国県等補助金 3,910,446,536 3,910,446,536 -

  本年度差額 △ 638,340,281 △ 643,417,468 5,077,187

  固定資産等の変動（内部変動） △ 597,070,359 597,070,359

    有形固定資産等の増加 1,294,016,850 △ 1,294,016,850

    有形固定資産等の減少 △ 1,753,939,088 1,753,939,088

    貸付金・基金等の増加 546,097,489 △ 546,097,489

    貸付金・基金等の減少 △ 683,245,610 683,245,610

  資産評価差額 △ 317,882 △ 317,882

  無償所管換等 30,595,505 30,595,505

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 500,000 △ 500,000

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 41,761,240 △ 4,628,790 46,390,030

  本年度純資産変動額 △ 566,301,418 △ 571,421,526 542,921 4,577,187

本年度末純資産残高 30,848,389,866 46,478,856,666 △ 15,675,227,172 44,760,372

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）

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 12,509,178,663

    業務費用支出 4,728,399,106

      人件費支出 1,639,503,071

      物件費等支出 2,743,633,807

      支払利息支出 246,765,694

      その他の支出 98,496,534

    移転費用支出 7,780,779,557

      補助金等支出 5,043,253,519

      社会保障給付支出 2,728,024,678

      その他の支出 9,501,360

  業務収入 13,030,380,494

    税収等収入 7,476,974,025

    国県等補助金収入 3,909,696,404

    使用料及び手数料収入 594,028,091

    その他の収入 1,049,681,974

  臨時支出 469,249

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 469,249

  臨時収入 851,903,283

業務活動収支 1,372,635,865

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,894,601,538

    公共施設等整備費支出 1,345,976,240

    基金積立金支出 351,089,298

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 197,536,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 856,791,865

    国県等補助金収入 160,452,097

    基金取崩収入 466,876,085

    貸付金元金回収収入 208,802,390

    資産売却収入 20,661,293

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,037,809,673

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,249,350,625

    地方債等償還支出 1,248,850,625

    その他の支出 500,000

  財務活動収入 1,153,203,750

    地方債等発行収入 1,153,203,750

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 27,665,828

本年度歳計外現金増減額 2,381,145

本年度末歳計外現金残高 30,046,973

本年度末現金預金残高 1,521,982,448

財務活動収支 △ 96,146,875

本年度資金収支額 238,679,317

前年度末資金残高 1,236,674,813

比例連結割合変更に伴う差額 16,581,345

本年度末資金残高 1,491,935,475


