
【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 37,706,522,024   固定負債 6,988,459,931

    有形固定資産 35,195,606,843     地方債等 5,655,179,657

      事業用資産 17,409,226,841     長期未払金 -

        土地 3,678,223,230     退職手当引当金 1,333,209,128

        立木竹 3,422,240,700     損失補償等引当金 -

        建物 15,348,646,379     その他 71,146

        建物減価償却累計額 -10,208,537,910   流動負債 879,454,280

        工作物 9,009,480,141     １年内償還予定地方債等 783,480,272

        工作物減価償却累計額 -3,840,825,699     未払金 -

        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 81,750,097

        航空機 -     預り金 14,101,479

        航空機減価償却累計額 -     その他 122,432

        その他 - 負債合計 7,867,914,211

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 39,488,796,987

      インフラ資産 17,345,056,238   余剰分（不足分） -7,414,898,405

        土地 121,630,945   他団体出資等分 -

        建物 964,435,609

        建物減価償却累計額 -435,365,407

        工作物 38,318,539,145

        工作物減価償却累計額 -21,677,274,054

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 53,090,000

      物品 1,942,359,315

      物品減価償却累計額 -1,501,035,551

    無形固定資産 81,939,103

      ソフトウェア 81,939,103

      その他 -

    投資その他の資産 2,428,976,078

      投資及び出資金 27,933,552

        有価証券 -

        出資金 27,933,552

        その他 -

      長期延滞債権 41,602,956

      長期貸付金 2,088,000

      基金 2,361,624,960

        減債基金 4,415

        その他 2,361,620,545

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,273,390

  流動資産 2,235,290,769

    現金預金 433,907,096

    未収金 19,374,041

    短期貸付金 -

    基金 1,782,274,963

      財政調整基金 1,688,181,136

      減債基金 94,093,827

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -265,331

  繰延資産 - 純資産合計 32,073,898,582

資産合計 39,941,812,793 負債及び純資産合計 39,941,812,793

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 13,563,764

    その他 -

純行政コスト 8,837,188,354

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,563,764

  臨時損失 20,575

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,575

    使用料及び手数料 187,855,634

    その他 213,740,592

純経常行政コスト 8,850,731,543

      社会保障給付 1,954,870,238

      その他 14,890,310

  経常収益 401,596,226

        その他 71,963,379

    移転費用 4,035,023,004

      補助金等 2,065,262,456

      その他の業務費用 138,062,684

        支払利息 61,598,028

        徴収不能引当金繰入額 4,501,277

        維持補修費 142,944,176

        減価償却費 1,888,019,641

        その他 3,323,226

        その他 239,025,467

      物件費等 3,699,294,905

        物件費 1,665,007,862

        職員給与費 1,082,329,866

        賞与等引当金繰入額 81,750,097

        退職手当引当金繰入額 -23,158,254

  経常費用 9,252,327,769

    業務費用 5,217,304,765

      人件費 1,379,947,176

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 32,944,450,647 40,415,318,248 -7,470,867,601 -

  純行政コスト（△） -8,837,188,354 -8,837,188,354 -

  財源 7,955,291,826 7,955,291,826 -

    税収等 5,774,533,088 5,774,533,088 -

    国県等補助金 2,180,758,738 2,180,758,738 -

  本年度差額 -881,896,528 -881,896,528 -

  固定資産等の変動（内部変動） -937,865,724 937,865,724

    有形固定資産等の増加 922,411,778 -922,411,778

    有形固定資産等の減少 -1,888,040,216 1,888,040,216

    貸付金・基金等の増加 122,255,937 -122,255,937

    貸付金・基金等の減少 -94,493,223 94,493,223

  資産評価差額 181,413 181,413

  無償所管換等 11,163,050 11,163,050

  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 -870,552,065 -926,521,261 55,969,196 -

本年度末純資産残高 32,073,898,582 39,488,796,987 -7,414,898,405 -

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 233,801,594

本年度歳計外現金増減額 -219,700,054

本年度末歳計外現金残高 14,101,540

本年度末現金預金残高 433,907,096

財務活動収支 -311,022,050

本年度資金収支額 -274,765,926

前年度末資金残高 694,571,482

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 419,805,556

    地方債等償還支出 770,521,218

    その他の支出 61,632

  財務活動収入 459,560,800

    地方債等発行収入 459,500,000

    その他の収入 60,800

    資産売却収入 13,563,764

    その他の収入 -

投資活動収支 -945,148,828

【財務活動収支】

  財務活動支出 770,582,850

    その他の支出 -

  投資活動収入 61,714,513

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 47,952,749

    貸付金元金回収収入 198,000

  投資活動支出 1,006,863,341

    公共施設等整備費支出 922,411,778

    基金積立金支出 83,731,563

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 720,000

    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 981,404,952

【投資活動収支】

    税収等収入 5,783,403,530

    国県等補助金収入 2,180,758,738

    使用料及び手数料収入 189,760,104

    その他の収入 210,700,279

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,036,405,681

      補助金等支出 2,066,645,133

      社会保障給付支出 1,954,870,238

      その他の支出 14,890,310

  業務収入 8,364,622,651

    業務費用支出 3,346,812,018

      人件費支出 1,401,975,286

      物件費等支出 1,837,867,182

      支払利息支出 61,598,028

      その他の支出 45,371,522

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 7,383,217,699


