
【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 41,994,006,022   固定負債 16,966,722,072

    有形固定資産 38,413,198,496     地方債等 13,605,178,136

      事業用資産 9,831,844,929     長期未払金 -

        土地 1,946,785,289     退職手当引当金 2,235,723,554

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 15,485,002,079     その他 1,125,820,382

        建物減価償却累計額 -8,032,553,238   流動負債 1,771,504,740

        工作物 1,577,256,617     １年内償還予定地方債等 1,407,672,075

        工作物減価償却累計額 -1,242,481,451     未払金 85,358,215

        船舶 -     未払費用 -

        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 163,586,386

        航空機 -     預り金 105,742,557

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,145,507

        その他 22,134,600 負債合計 18,738,226,812

        その他減価償却累計額 -34,600 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,387,783   固定資産等形成分 44,380,031,835

      インフラ資産 27,853,145,441   余剰分（不足分） -17,669,077,765

        土地 685,497,483   他団体出資等分 4,268,105

        建物 1,024,962,607

        建物減価償却累計額 -584,931,228

        工作物 56,358,285,548

        工作物減価償却累計額 -29,652,426,146

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,757,177

      物品 2,495,250,666

      物品減価償却累計額 -1,767,042,540

    無形固定資産 16,374,328

      ソフトウェア 16,201,642

      その他 172,686

    投資その他の資産 3,564,433,198

      投資及び出資金 76,407,132

        有価証券 3,000,000

        出資金 73,407,132

        その他 -

      長期延滞債権 193,980,298

      長期貸付金 3,960,000

      基金 3,294,866,437

        減債基金 -

        その他 3,294,866,437

      その他 15,650

      徴収不能引当金 -4,796,319

  流動資産 3,459,442,965

    現金預金 606,969,789

    未収金 443,175,357

    短期貸付金 -

    基金 2,386,025,813

      財政調整基金 821,114,788

      減債基金 1,564,911,025

    棚卸資産 28,624,118

    その他 90,698

    徴収不能引当金 -5,442,810

  繰延資産 - 純資産合計 26,715,222,175

資産合計 45,453,448,987 負債及び純資産合計 45,453,448,987

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 13,206,647,587

    業務費用 7,432,311,029

      人件費 2,944,908,478

        職員給与費 2,369,303,098

        賞与等引当金繰入額 163,555,754

        退職手当引当金繰入額 167,563,261

        その他 244,486,365

      物件費等 4,066,803,759

        物件費 2,122,914,433

        維持補修費 170,002,339

        減価償却費 1,769,514,190

        その他 4,372,797

      その他の業務費用 420,598,792

        支払利息 223,922,347

        徴収不能引当金繰入額 5,211,344

        その他 191,465,101

    移転費用 5,774,336,558

      補助金等 5,086,716,252

      社会保障給付 655,489,104

      その他 32,131,202

  経常収益 2,831,831,192

    使用料及び手数料 2,170,832,332

    その他 660,998,860

純経常行政コスト 10,374,816,395

  臨時損失 1,809,190

    災害復旧事業費 871,865

    資産除売却損 937,325

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 17,708,925

    資産売却益 2,787,506

    その他 14,921,419

純行政コスト 10,358,916,660



【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 26,717,466,232 44,270,122,857 -17,557,069,046 4,412,421

  純行政コスト（△） -10,358,916,660 -10,356,167,547 -2,749,113

  財源 10,352,560,075 10,349,955,278 2,604,797

    税収等 7,442,458,679 7,442,458,679 -

    国県等補助金 2,910,101,396 2,907,496,599 2,604,797

  本年度差額 -6,356,585 -6,212,269 -144,316

  固定資産等の変動（内部変動） -1,192,743,325 1,192,743,325

    有形固定資産等の増加 424,569,681 -424,569,681

    有形固定資産等の減少 -1,770,451,516 1,770,451,516

    貸付金・基金等の増加 203,605,176 -203,605,176

    貸付金・基金等の減少 -50,466,666 50,466,666

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,112,528 4,112,528

  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 - 1,298,539,775 -1,298,539,775

  本年度純資産変動額 -2,244,057 109,908,978 -112,008,719 -144,316

本年度末純資産残高 26,715,222,175 44,380,031,835 -17,669,077,765 4,268,105

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 11,572,198,134

    業務費用支出 5,794,552,175

      人件費支出 2,954,814,253

      物件費等支出 2,434,325,415

      支払利息支出 223,922,347

      その他の支出 181,490,160

    移転費用支出 5,777,645,959

      補助金等支出 5,086,716,253

      社会保障給付支出 655,489,104

      その他の支出 35,440,602

  業務収入 12,805,365,800

    税収等収入 7,327,972,242

    国県等補助金収入 2,761,532,168

    使用料及び手数料収入 2,212,732,588

    その他の収入 503,128,802

  臨時支出 871,865

    災害復旧事業費支出 871,865

    その他の支出 -

  臨時収入 14,723,356

業務活動収支 1,247,019,157

【投資活動収支】

  投資活動支出 627,664,814

    公共施設等整備費支出 425,156,965

    基金積立金支出 197,089,699

    投資及び出資金支出 4,000,000

    貸付金支出 1,409,000

    その他の支出 9,150

  投資活動収入 192,520,706

    国県等補助金収入 127,149,255

    基金取崩収入 47,483,323

    貸付金元金回収収入 1,885,000

    資産売却収入 2,787,506

    その他の収入 13,215,622

投資活動収支 -435,144,108

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,401,560,144

    地方債等償還支出 1,395,156,430

    その他の支出 6,403,714

  財務活動収入 553,868,960

    地方債等発行収入 553,868,960

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 91,957,578

本年度歳計外現金増減額 2,216,319

本年度末歳計外現金残高 94,173,897

本年度末現金預金残高 606,969,789

財務活動収支 -847,691,184

本年度資金収支額 -35,816,135

前年度末資金残高 548,612,027

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 512,795,892


