
【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 34,659,926,492 固定負債 15,901,228,487

有形固定資産 31,818,332,689 地方債等 13,935,061,798

事業用資産 14,515,848,270 長期未払金 -

土地 2,553,422,054 退職手当引当金 1,083,720,859

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 24,504,978,471 その他 882,445,830

建物減価償却累計額 -12,811,314,633 流動負債 1,925,104,385

工作物 837,479,689 １年内償還予定地方債等 1,518,804,998

工作物減価償却累計額 -579,355,311 未払金 133,511,221

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 212,963,628

航空機 - 預り金 34,428,925

航空機減価償却累計額 - その他 25,395,613

その他 - 負債合計 17,826,332,872

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 10,638,000 固定資産等形成分 37,849,294,143

インフラ資産 16,693,221,937 余剰分（不足分） -16,596,646,074

土地 99,564,503 他団体出資等分 -

建物 202,413,223

建物減価償却累計額 -112,698,081

工作物 44,100,044,677

工作物減価償却累計額 -27,668,543,924

その他 150,000,000

その他減価償却累計額 -140,445,950

建設仮勘定 62,887,489

物品 2,129,707,209

物品減価償却累計額 -1,520,444,727

無形固定資産 12,697,020

ソフトウェア 12,575,020

その他 122,000

投資その他の資産 2,828,896,783

投資及び出資金 366,184,856

有価証券 47,010,000

出資金 319,174,856

その他 -

長期延滞債権 80,243,469

長期貸付金 -

基金 2,305,419,329

減債基金 -

その他 2,305,419,329

その他 81,836,860

徴収不能引当金 -4,787,731

流動資産 4,419,054,449

現金預金 718,346,458

未収金 484,057,351

短期貸付金 -

基金 3,189,367,651

財政調整基金 1,229,442,935

減債基金 1,959,924,716

棚卸資産 38,579,626

その他 -

徴収不能引当金 -11,296,637

繰延資産 - 純資産合計 21,252,648,069

資産合計 39,078,980,941 負債及び純資産合計 39,078,980,941

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 7,135,246

その他 1,798,831

純行政コスト 9,946,504,722

損失補償等引当金繰入額 -

その他 968,208

臨時利益 8,934,077

臨時損失 186,492,739

災害復旧事業費 154,054,960

資産除売却損 31,469,571

使用料及び手数料 2,496,382,473

その他 445,049,662

純経常行政コスト 9,768,946,060

社会保障給付 637,965,474

その他 4,852,820

経常収益 2,941,432,135

その他 164,704,397

移転費用 5,817,206,421

補助金等 5,121,188,473

その他の業務費用 331,012,862

支払利息 160,178,264

徴収不能引当金繰入額 6,130,201

維持補修費 241,389,375

減価償却費 1,463,532,323

その他 2,192,022

その他 252,920,836

物件費等 3,225,008,441

物件費 1,517,894,721

職員給与費 2,754,655,495

賞与等引当金繰入額 208,691,818

退職手当引当金繰入額 120,882,322

経常費用 12,710,378,195

業務費用 6,893,171,774

人件費 3,337,150,471

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 21,656,852,484 38,025,830,086 -16,368,977,602 -

純行政コスト（△） -9,946,504,722 -9,946,504,722 -

財源 9,510,657,592 9,510,657,592 -

税収等 7,131,439,706 7,131,439,706 -

国県等補助金 2,379,217,886 2,379,217,886 -

本年度差額 -435,847,130 -435,847,130 -

固定資産等の変動（内部変動） -272,877,741 272,877,741

有形固定資産等の増加 1,424,736,850 -1,424,736,850

有形固定資産等の減少 -1,564,034,001 1,564,034,001

貸付金・基金等の増加 18,326,923 -18,326,923

貸付金・基金等の減少 -151,907,513 151,907,513

資産評価差額 31,642,715 31,642,715

無償所管換等 - -

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 - 64,699,083 -64,699,083

本年度純資産変動額 -404,204,415 -176,535,943 -227,668,472 -

本年度末純資産残高 21,252,648,069 37,849,294,143 -16,596,646,074 -

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 25,221,538

本年度歳計外現金増減額 9,207,387

本年度末歳計外現金残高 34,428,925

本年度末現金預金残高 718,346,458

財務活動収支 113,396,050

本年度資金収支額 -218,926,402

前年度末資金残高 902,843,935

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 683,917,533

地方債等償還支出 1,465,979,046

その他の支出 22,624,904

財務活動収入 1,602,000,000

地方債等発行収入 1,568,000,000

その他の収入 34,000,000

資産売却収入 8,304,735

その他の収入 -

投資活動収支 -1,031,220,202

【財務活動収支】

財務活動支出 1,488,603,950

その他の支出 -

投資活動収入 403,233,535

国県等補助金収入 242,752,287

基金取崩収入 151,907,513

貸付金元金回収収入 269,000

投資活動支出 1,434,453,737

公共施設等整備費支出 1,418,132,680

基金積立金支出 16,321,057

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

災害復旧事業費支出 154,054,960

その他の支出 559,604

臨時収入 149,291,579

業務活動収支 698,897,750

【投資活動収支】

税収等収入 7,122,952,914

国県等補助金収入 1,966,858,504

使用料及び手数料収入 2,681,307,301

その他の収入 126,498,714

臨時支出 154,614,564

移転費用支出 5,817,206,421

補助金等支出 5,121,188,473

社会保障給付支出 637,965,474

その他の支出 4,852,820

業務収入 11,897,617,433

業務費用支出 5,376,190,277

人件費支出 3,318,801,061

物件費等支出 1,852,607,855

支払利息支出 139,136,648

その他の支出 65,644,713

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 11,193,396,698


