
【様式第1号】

【連結会計】 （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 126,756,724,422   固定負債 22,805,889,181

    有形固定資産 122,292,898,733     地方債等 19,662,171,769

      事業用資産 19,465,599,379     長期未払金 -

        土地 2,983,747,320     退職手当引当金 2,797,713,407

        立木竹 3,975,881,196     損失補償等引当金 -

        建物 34,069,071,945     その他 346,004,005

        建物減価償却累計額 -22,167,620,990   流動負債 2,782,735,975

        工作物 2,108,511,048     １年内償還予定地方債等 2,391,932,099

        工作物減価償却累計額 -1,545,456,473     未払金 116,325,935

        船舶 538,466     未払費用 4,476,103

        船舶減価償却累計額 -538,465     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 177,551,564

        航空機 -     預り金 89,814,955

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,635,319

        その他 68,119,712 負債合計 25,588,625,156

        その他減価償却累計額 -42,234,460 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,580,080   固定資産等形成分 128,577,351,189

      インフラ資産 102,137,041,635   余剰分（不足分） -23,440,477,272

        土地 273,099,919   他団体出資等分 -

        建物 1,492,393,000

        建物減価償却累計額 -828,708,458

        工作物 203,888,498,934

        工作物減価償却累計額 -102,772,156,680

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,914,920

      物品 2,664,593,450

      物品減価償却累計額 -1,974,335,731

    無形固定資産 20,813,955

      ソフトウェア 17,316,820

      その他 3,497,135

    投資その他の資産 4,443,011,734

      投資及び出資金 381,547,975

        有価証券 269,248,575

        出資金 112,299,400

        その他 -

      長期延滞債権 54,502,892

      長期貸付金 -

      基金 3,994,299,491

        減債基金 605,173,860

        その他 3,389,125,631

      その他 14,674,060

      徴収不能引当金 -2,012,684

  流動資産 3,968,224,651

    現金預金 1,863,554,306

    未収金 252,013,924

    短期貸付金 -

    基金 1,820,626,767

      財政調整基金 664,423,767

      減債基金 1,156,203,000

    棚卸資産 23,814,383

    その他 9,119,330

    徴収不能引当金 -904,059

  繰延資産 550,000 純資産合計 105,136,873,917

資産合計 130,725,499,073 負債及び純資産合計 130,725,499,073

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【連結会計】 （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 19,955,199,333

    業務費用 11,825,304,100

      人件費 3,386,456,273

        職員給与費 2,967,740,830

        賞与等引当金繰入額 177,551,564

        退職手当引当金繰入額 89,798,088

        その他 151,365,791

      物件費等 7,967,568,940

        物件費 2,706,014,245

        維持補修費 347,318,497

        減価償却費 4,907,805,028

        その他 6,431,170

      その他の業務費用 471,278,887

        支払利息 262,868,254

        徴収不能引当金繰入額 2,505,465

        その他 205,905,168

    移転費用 8,129,895,233

      補助金等 4,723,635,896

      社会保障給付 3,143,180,254

      その他 21,910,083

  経常収益 2,161,050,977

    使用料及び手数料 1,821,941,918

    その他 339,109,059

純経常行政コスト 17,794,148,356

  臨時損失 88,931,112

    災害復旧事業費 41,986,080

    資産除売却損 46,945,032

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 11,198,577

    資産売却益 11,198,577

    その他 -

純行政コスト 17,871,880,891



【様式第3号】

【連結会計】 （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 107,573,066,534 132,415,149,526 -24,842,082,992 -

  純行政コスト（△） -17,871,880,891 -17,871,880,891 -

  財源 15,427,485,459 15,427,485,459 -

    税収等 11,202,529,837 11,202,529,837 -

    国県等補助金 4,224,955,622 4,224,955,622 -

  本年度差額 -2,444,395,432 -2,444,395,432 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,958,956,262 3,958,956,262

    有形固定資産等の増加 728,737,328 -728,737,328

    有形固定資産等の減少 -4,956,994,060 4,956,994,060

    貸付金・基金等の増加 489,426,304 -489,426,304

    貸付金・基金等の減少 -220,125,834 220,125,834

  資産評価差額 14,360 14,360

  無償所管換等 8,188,454 8,188,454

  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 1 1 - -

  その他 - 112,955,110 -112,955,110

  本年度純資産変動額 -2,436,192,617 -3,837,798,337 1,401,605,720 -

本年度末純資産残高 105,136,873,917 128,577,351,189 -23,440,477,272 -

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】

【連結会計】 （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 14,915,854,353

    業務費用支出 6,785,357,983

      人件費支出 3,286,886,941

      物件費等支出 3,065,615,052

      支払利息支出 262,911,126

      その他の支出 169,944,864

    移転費用支出 8,130,496,370

      補助金等支出 4,723,635,896

      社会保障給付支出 3,143,180,254

      その他の支出 22,511,220

  業務収入 17,150,211,294

    税収等収入 11,161,027,147

    国県等補助金収入 3,885,182,409

    使用料及び手数料収入 1,782,971,797

    その他の収入 321,029,941

  臨時支出 42,742,080

    災害復旧事業費支出 41,986,080

    その他の支出 756,000

  臨時収入 36,292,290

業務活動収支 2,227,907,151

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,233,331,197

    公共施設等整備費支出 742,263,653

    基金積立金支出 488,479,144

    投資及び出資金支出 38,400

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 550,000

  投資活動収入 549,513,000

    国県等補助金収入 278,475,625

    基金取崩収入 214,763,682

    貸付金元金回収収入 2,543,244

    資産売却収入 14,635,977

    その他の収入 39,094,472

投資活動収支 -683,818,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,452,176,220

    地方債等償還支出 2,448,258,633

    その他の支出 3,917,587

  財務活動収入 1,159,414,800

    地方債等発行収入 1,159,414,800

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 89,612,315

本年度歳計外現金増減額 26,549

本年度末歳計外現金残高 89,638,864

本年度末現金預金残高 1,863,554,306

財務活動収支 -1,292,761,420

本年度資金収支額 251,327,534

前年度末資金残高 1,522,587,910

比例連結割合変更に伴う差額 -2

本年度末資金残高 1,773,915,442


