
【様式第1号】

【全体会計】 （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 124,163,295,780   固定負債 21,201,626,178

    有形固定資産 120,295,493,939     地方債等 18,596,826,139

      事業用資産 17,865,466,750     長期未払金 -

        土地 2,927,101,876     退職手当引当金 2,603,307,035

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

        建物 28,787,457,611     その他 1,493,004

        建物減価償却累計額 -18,340,300,002   流動負債 2,487,002,447

        工作物 1,857,808,433     １年内償還予定地方債等 2,281,136,718

        工作物減価償却累計額 -1,358,062,444     未払金 6,871,100

        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 109,156,860

        航空機 -     預り金 88,460,935

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,376,834

        その他 - 負債合計 23,688,628,625

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,580,080   固定資産等形成分 125,929,059,565

      インフラ資産 102,137,041,635   余剰分（不足分） -23,149,321,695

        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 1,398,823,057

      物品減価償却累計額 -1,105,837,503

    無形固定資産 10,597,920

      ソフトウェア 10,597,920

      その他 -

    投資その他の資産 3,857,203,921

      投資及び出資金 428,541,600

        有価証券 581,600

        出資金 427,960,000

        その他 -

      長期延滞債権 54,419,284

      長期貸付金 -

      基金 3,376,250,206

        減債基金 605,173,860

        その他 2,771,076,346

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,007,169

  流動資産 2,305,070,715

    現金預金 526,271,467

    未収金 13,530,304

    短期貸付金 -

    基金 1,765,763,785

      財政調整基金 609,560,785

      減債基金 1,156,203,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -494,841

  繰延資産 - 純資産合計 102,779,737,870

資産合計 126,468,366,495 負債及び純資産合計 126,468,366,495

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【全体会計】 （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 15,080,208,054

    業務費用 9,334,029,792

      人件費 2,018,304,916

        職員給与費 1,674,633,199

        賞与等引当金繰入額 109,156,860

        退職手当引当金繰入額 87,814,288

        その他 146,700,569

      物件費等 6,999,814,998

        物件費 2,028,031,317

        維持補修費 273,036,562

        減価償却費 4,692,554,499

        その他 6,192,620

      その他の業務費用 315,909,878

        支払利息 241,913,931

        徴収不能引当金繰入額 2,382,210

        その他 71,613,737

    移転費用 5,746,178,262

      補助金等 4,258,693,317

      社会保障給付 1,228,137,479

      その他 18,178,466

  経常収益 830,994,554

    使用料及び手数料 566,335,411

    その他 264,659,143

純経常行政コスト 14,249,213,500

  臨時損失 44,863,288

    災害復旧事業費 41,986,080

    資産除売却損 2,877,208

    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 14,282,878,211



【様式第3号】

【全体会計】 （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 105,438,373,277 129,760,488,165 -24,322,114,888 -

  純行政コスト（△） -14,282,878,211 -14,282,878,211 -

  財源 11,616,062,444 11,616,062,444 -

    税収等 9,392,727,202 9,392,727,202 -

    国県等補助金 2,223,335,242 2,223,335,242 -

  本年度差額 -2,666,815,767 -2,666,815,767 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,821,841,457 3,821,841,457

    有形固定資産等の増加 634,247,138 -634,247,138

    有形固定資産等の減少 -4,697,675,707 4,697,675,707

    貸付金・基金等の増加 440,330,356 -440,330,356

    貸付金・基金等の減少 -198,743,244 198,743,244

  資産評価差額 14,360 14,360

  無償所管換等 8,166,000 8,166,000

  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 - -17,767,503 17,767,503

  本年度純資産変動額 -2,658,635,407 -3,831,428,600 1,172,793,193 -

本年度末純資産残高 102,779,737,870 125,929,059,565 -23,149,321,695 -

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】

【全体会計】 （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 10,281,464,505

    業務費用支出 4,535,975,143

      人件費支出 1,931,496,824

      物件費等支出 2,324,940,252

      支払利息支出 241,913,931

      その他の支出 37,624,136

    移転費用支出 5,745,489,362

      補助金等支出 4,258,693,317

      社会保障給付支出 1,228,137,479

      その他の支出 17,489,566

  業務収入 12,146,730,275

    税収等収入 9,378,256,832

    国県等補助金収入 1,937,994,454

    使用料及び手数料収入 565,820,503

    その他の収入 264,658,486

  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 1,858,815,980

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,071,374,294

    公共施設等整備費支出 631,043,938

    基金積立金支出 438,330,356

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 474,528,022

    国県等補助金収入 260,650,201

    基金取崩収入 196,200,000

    貸付金元金回収収入 2,543,244

    資産売却収入 14,198,577

    その他の収入 936,000

投資活動収支 -596,846,272

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,307,484,031

    地方債等償還支出 2,305,243,903

    その他の支出 2,240,128

  財務活動収入 1,081,800,000

    地方債等発行収入 1,081,800,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 88,440,614

本年度歳計外現金増減額 20,321

本年度末歳計外現金残高 88,460,935

本年度末現金預金残高 526,271,467

財務活動収支 -1,225,684,031

本年度資金収支額 36,285,677

前年度末資金残高 401,524,855

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 437,810,532


