
【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 238,932,608,517   固定負債 82,896,143,930

    有形固定資産 224,819,708,348     地方債等 65,650,189,367

      事業用資産 94,390,954,471     長期未払金 71,489,059

        土地 47,731,538,296     退職手当引当金 8,829,197,983

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 100,400,721,954     その他 8,345,267,521

        建物減価償却累計額 -57,495,747,953   流動負債 9,351,091,896

        工作物 3,115,994,282     １年内償還予定地方債等 7,264,525,954

        工作物減価償却累計額 -2,127,934,431     未払金 809,113,168

        船舶 -     未払費用 44,462,078

        船舶減価償却累計額 -     前受金 27,236,845

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 799,575,866

        航空機 -     預り金 161,837,365

        航空機減価償却累計額 -     その他 244,340,620

        その他 2,748,667 負債合計 92,247,235,826

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,735,648,450   固定資産等形成分 245,497,573,798

      インフラ資産 124,073,380,902   余剰分（不足分） -84,918,457,608

        土地 12,466,811,078   他団体出資等分 122,361,222

        建物 4,524,398,778

        建物減価償却累計額 -1,336,090,562

        工作物 246,101,008,254

        工作物減価償却累計額 -140,237,452,288

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,554,705,642

      物品 22,877,332,424

      物品減価償却累計額 -16,521,959,449

    無形固定資産 168,604,152

      ソフトウェア 163,963,318

      その他 4,640,834

    投資その他の資産 13,944,296,017

      投資及び出資金 682,876,834

        有価証券 40,965,834

        出資金 641,911,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,793,728,102

      長期貸付金 22,156,217

      基金 11,544,648,215

        減債基金 -

        その他 11,544,648,215

      その他 4,438,315

      徴収不能引当金 -103,551,666

  流動資産 14,016,104,721

    現金預金 5,777,329,330

    未収金 1,581,244,125

    短期貸付金 386,610,119

    基金 6,178,355,162

      財政調整基金 6,071,246,334

      減債基金 107,108,828

    棚卸資産 50,916,669

    その他 83,618,899

    徴収不能引当金 -41,969,583

  繰延資産 - 純資産合計 160,701,477,412

資産合計 252,948,713,238 負債及び純資産合計 252,948,713,238

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 75,901,299,157

    業務費用 34,748,561,326

      人件費 12,551,897,507

        職員給与費 9,690,609,362

        賞与等引当金繰入額 874,838,439

        退職手当引当金繰入額 758,022,913

        その他 1,228,426,793

      物件費等 20,208,421,136

        物件費 10,859,933,516

        維持補修費 966,437,764

        減価償却費 8,355,694,330

        その他 26,355,526

      その他の業務費用 1,988,242,683

        支払利息 918,355,218

        徴収不能引当金繰入額 116,869,035

        その他 953,018,430

    移転費用 41,152,737,831

      補助金等 33,017,813,952

      社会保障給付 6,899,388,091

      その他 86,218,801

  経常収益 9,833,625,854

      他会計への繰出金 1,149,316,987

    使用料及び手数料 6,469,315,121

    その他 3,364,310,733

純経常行政コスト 66,067,673,303

  臨時損失 733,372,907

    災害復旧事業費 103,146,984

    資産除売却損 191,715,313

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 438,510,610

  臨時利益 600,934,600

    資産売却益 18,753,543

    その他 582,181,057

純行政コスト 66,200,111,610



【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 163,027,915,680 248,403,366,033 -85,499,769,029 124,318,676

  純行政コスト（△） -66,200,111,610 -66,198,061,486 -2,050,124

  財源 64,753,383,352 64,753,383,352 -

    税収等 41,154,362,505 41,154,362,505 -

    国県等補助金 23,599,020,847 23,599,020,847 -

  本年度差額 -1,446,728,258 -1,444,678,134 -2,050,124

  固定資産等の変動（内部変動） -2,519,109,115 2,011,264,115

    有形固定資産等の増加 5,938,580,550 -5,938,580,550

    有形固定資産等の減少 -8,763,399,940 8,763,399,940

    貸付金・基金等の増加 2,115,949,269 -2,115,949,269

    貸付金・基金等の減少 -1,810,238,994 1,302,393,994

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -386,683,120 -386,683,120

  他団体出資等分の増加 -92,670 92,670

  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 14,818,110 - 14,818,110

  本年度純資産変動額 -2,326,438,268 -2,905,792,235 456,992,745 122,361,222

本年度末純資産残高 160,701,477,412 245,497,573,798 -84,918,457,608 122,361,222

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 66,942,757,896

    業務費用支出 25,601,082,310

      人件費支出 12,227,471,556

      物件費等支出 11,739,539,739

      支払利息支出 918,355,218

      その他の支出 715,715,797

    移転費用支出 41,341,675,586

      補助金等支出 33,017,813,952

      社会保障給付支出 6,899,388,091

      その他の支出 275,156,556

  業務収入 73,587,751,303

      他会計への繰出支出 1,149,316,987

    税収等収入 41,165,437,965

    国県等補助金収入 22,620,009,905

    使用料及び手数料収入 6,428,345,337

    その他の収入 3,373,958,096

  臨時支出 474,696,172

    災害復旧事業費支出 103,146,984

    その他の支出 371,549,188

  臨時収入 616,708,502

業務活動収支 6,787,005,737

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,792,824,645

    公共施設等整備費支出 6,005,350,146

    基金積立金支出 1,364,991,320

    投資及び出資金支出 13,441

    貸付金支出 421,838,583

    その他の支出 631,155

  投資活動収入 1,598,839,549

    国県等補助金収入 599,690,655

    基金取崩収入 732,308,947

    貸付金元金回収収入 83,742,920

    資産売却収入 141,173,763

    その他の収入 41,923,264

投資活動収支 -6,193,985,096

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,076,014,393

    地方債等償還支出 7,767,975,231

    その他の支出 308,039,162

  財務活動収入 7,318,900,020

    地方債等発行収入 7,108,761,000

    その他の収入 210,139,020

前年度末歳計外現金残高 168,160,058

本年度歳計外現金増減額 -22,383,715

本年度末歳計外現金残高 145,776,343

本年度末現金預金残高 5,777,329,330

財務活動収支 -757,114,373

本年度資金収支額 -164,093,732

前年度末資金残高 5,795,646,719

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,631,552,987


