
【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 39,900,851,506   固定負債 15,340,929,740

    有形固定資産 37,772,409,076     地方債等 13,423,033,647

      事業用資産 9,253,375,744     長期未払金 -

        土地 1,871,158,588     退職手当引当金 792,075,711

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 14,675,764,491     その他 1,125,820,382

        建物減価償却累計額 -7,579,135,107   流動負債 1,695,206,999

        工作物 571,509,377     １年内償還予定地方債等 1,359,053,782

        工作物減価償却累計額 -356,369,455     未払金 72,316,701

        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 150,853,675

        航空機 -     預り金 104,031,757

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,951,084

        その他 22,100,000 負債合計 17,036,136,739

        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 42,285,591,517

      インフラ資産 27,853,145,440   余剰分（不足分） -16,160,802,809

        土地 685,497,483   他団体出資等分 -

        建物 1,024,962,607

        建物減価償却累計額 -584,931,228

        工作物 56,341,308,657

        工作物減価償却累計額 -29,635,449,256

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,757,177

      物品 2,299,948,972

      物品減価償却累計額 -1,634,061,080

    無形固定資産 15,663,810

      ソフトウェア 15,663,810

      その他 -

    投資その他の資産 2,112,778,620

      投資及び出資金 104,647,132

        有価証券 19,250,000

        出資金 85,397,132

        その他 -

      長期延滞債権 192,651,396

      長期貸付金 3,960,000

      基金 1,817,872,875

        減債基金 -

        その他 1,817,872,875

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,370,889

  流動資産 3,260,073,941

    現金預金 419,414,518

    未収金 437,115,073

    短期貸付金 -

    基金 2,384,740,011

      財政調整基金 819,828,986

      減債基金 1,564,911,025

    棚卸資産 23,807,367

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,003,028

  繰延資産 - 純資産合計 26,124,788,708

資産合計 43,160,925,447 負債及び純資産合計 43,160,925,447

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 2,758,512

    その他 14,723,356

純行政コスト 7,690,418,902

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 17,481,868

  臨時損失 3,791,084

    災害復旧事業費 871,865

    資産除売却損 937,325

    使用料及び手数料 2,168,330,598

    その他 513,037,940

純経常行政コスト 7,704,109,686

      社会保障給付 655,489,104

      その他 28,237,118

  経常収益 2,681,368,538

        その他 105,950,162

    移転費用 3,587,503,663

      補助金等 2,903,777,441

      その他の業務費用 333,156,376

        支払利息 222,420,300

        徴収不能引当金繰入額 4,785,914

        維持補修費 153,606,059

        減価償却費 1,718,819,517

        その他 4,226,992

        その他 240,196,654

      物件費等 3,788,449,834

        物件費 1,911,797,266

        職員給与費 2,134,633,736

        賞与等引当金繰入額 150,823,043

        退職手当引当金繰入額 150,714,918

  経常費用 10,385,478,224

    業務費用 6,797,974,561

      人件費 2,676,368,351

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 26,170,028,859 43,455,278,190 -17,285,249,331 -

  純行政コスト（△） -7,690,418,902 -7,690,418,902 -

  財源 7,641,066,223 7,641,066,223 -

    税収等 6,063,849,321 6,063,849,321 -

    国県等補助金 1,577,216,902 1,577,216,902 -

  本年度差額 -49,352,679 -49,352,679 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,174,236,638 1,174,236,638

    有形固定資産等の増加 388,441,010 -388,441,010

    有形固定資産等の減少 -1,719,756,842 1,719,756,842

    貸付金・基金等の増加 165,571,366 -165,571,366

    貸付金・基金等の減少 -8,492,172 8,492,172

  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 - 437,437 -437,437

  本年度純資産変動額 -45,240,151 -1,169,686,673 1,124,446,522 -

本年度末純資産残高 26,124,788,708 42,285,591,517 -16,160,802,809 -

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 91,140,750

本年度歳計外現金増減額 2,293,055

本年度末歳計外現金残高 93,433,805

本年度末現金預金残高 419,414,518

財務活動収支 -837,309,480

本年度資金収支額 -75,703,943

前年度末資金残高 401,684,656

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 325,980,713

    地方債等償還支出 1,365,105,766

    その他の支出 6,403,714

  財務活動収入 534,200,000

    地方債等発行収入 534,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,758,512

    その他の収入 -

投資活動収支 -417,796,976

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,371,509,480

    その他の支出 -

  投資活動収入 136,802,684

    国県等補助金収入 125,552,000

    基金取崩収入 6,607,172

    貸付金元金回収収入 1,885,000

  投資活動支出 554,599,660

    公共施設等整備費支出 389,028,294

    基金積立金支出 160,162,366

    投資及び出資金支出 4,000,000

    貸付金支出 1,409,000

    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 1,179,402,513

【投資活動収支】

    税収等収入 5,963,165,408

    国県等補助金収入 1,430,244,929

    使用料及び手数料収入 2,210,230,853

    その他の収入 354,270,107

  臨時支出 871,865

    移転費用支出 3,587,836,863

      補助金等支出 2,903,777,441

      社会保障給付支出 655,489,104

      その他の支出 28,570,318

  業務収入 9,957,911,297

    業務費用支出 5,204,523,412

      人件費支出 2,679,277,101

      物件費等支出 2,205,525,601

      支払利息支出 222,420,300

      その他の支出 97,300,410

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 8,792,360,275


