
【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 37,490,909,876   固定負債 6,977,543,657

    有形固定資産 35,026,373,420     地方債等 5,655,179,657

      事業用資産 17,247,626,680     長期未払金 -

        土地 3,652,998,837     退職手当引当金 1,322,364,000

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

        建物 14,986,525,673     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,979,691,627   流動負債 832,180,435

        工作物 8,966,549,055     １年内償還予定地方債等 737,280,405

        工作物減価償却累計額 -3,800,995,958     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 80,923,355

        航空機 -     預り金 13,915,875

        航空機減価償却累計額 -     その他 60,800

        その他 - 負債合計 7,809,724,092

        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 39,272,758,033

      インフラ資産 17,345,056,238   余剰分（不足分） -7,403,967,664

        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 1,432,000,502

      物品減価償却累計額 -998,310,000

    無形固定資産 81,906,109

      ソフトウェア 81,906,109

      その他 -

    投資その他の資産 2,382,630,347

      投資及び出資金 27,931,570

        有価証券 -

        出資金 27,931,570

        その他 -

      長期延滞債権 41,602,956

      長期貸付金 2,088,000

      基金 2,315,281,211

        減債基金 4,415

        その他 2,315,276,796

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,273,390

  流動資産 2,187,604,585

    現金預金 390,317,581

    未収金 15,666,734

    短期貸付金 -

    基金 1,781,848,157

      財政調整基金 1,687,754,330

      減債基金 94,093,827

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -227,887

  繰延資産 - 純資産合計 31,868,790,369

資産合計 39,678,514,461 負債及び純資産合計 39,678,514,461

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 7,797,945,741

    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 212,632,387

純経常行政コスト 7,811,488,930

      社会保障給付 1,954,629,002

      その他 13,835,056

  経常収益 400,488,021

        その他 45,119,113

    移転費用 3,101,691,615

      補助金等 1,133,227,557

      その他の業務費用 110,499,286

        支払利息 60,878,896

        徴収不能引当金繰入額 4,501,277

        維持補修費 135,722,886

        減価償却費 1,871,490,540

        その他 3,320,538

        その他 239,381,162

      物件費等 3,631,300,861

        物件費 1,620,766,897

        職員給与費 1,071,336,724

        賞与等引当金繰入額 80,923,355

        退職手当引当金繰入額 -23,156,052

  経常費用 8,211,976,951

    業務費用 5,110,285,336

      人件費 1,368,485,189

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 32,781,239,412 40,190,615,766 -7,409,376,354 -

  純行政コスト（△） -7,797,945,741 -7,797,945,741 -

  財源 6,873,953,826 6,873,953,826 -

    税収等 5,475,829,703 5,475,829,703 -

    国県等補助金 1,398,124,123 1,398,124,123 -

  本年度差額 -923,991,915 -923,991,915 -

  固定資産等の変動（内部変動） -929,400,605 929,400,605

    有形固定資産等の増加 914,944,726 -914,944,726

    有形固定資産等の減少 -1,871,511,115 1,871,511,115

    貸付金・基金等の増加 121,643,479 -121,643,479

    貸付金・基金等の減少 -94,477,695 94,477,695

  資産評価差額 379,822 379,822

  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 -912,449,043 -917,857,733 5,408,690 -

本年度末純資産残高 31,868,790,369 39,272,758,033 -7,403,967,664 -

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 233,623,262

本年度歳計外現金増減額 -219,707,387

本年度末歳計外現金残高 13,915,875

本年度末現金預金残高 390,317,581

財務活動収支 -251,345,345

本年度資金収支額 -266,306,039

前年度末資金残高 642,707,745

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 376,401,706

    地方債等償還支出 710,906,145

    その他の支出 -

  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 -937,559,654

【財務活動収支】

  財務活動支出 710,906,145

    その他の支出 -

  投資活動収入 61,698,985

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 47,937,221

    貸付金元金回収収入 198,000

  投資活動支出 999,258,639

    公共施設等整備費支出 914,944,726

    基金積立金支出 83,593,913

    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 922,598,960

【投資活動収支】

    税収等収入 5,484,700,181

    国県等補助金収入 1,398,124,123

    使用料及び手数料収入 189,760,104

    その他の収入 208,103,312

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,101,691,615

      補助金等支出 1,133,227,557

      社会保障給付支出 1,954,629,002

      その他の支出 13,835,056

  業務収入 7,280,687,720

    業務費用支出 3,256,397,145

      人件費支出 1,390,588,815

      物件費等支出 1,759,810,321

      支払利息支出 60,878,896

      その他の支出 45,119,113

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 6,358,088,760


