
【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 37,993,902,999 固定負債 16,950,728,098

有形固定資産 34,845,457,109 地方債等 14,093,859,163

事業用資産 17,497,569,473 長期未払金 -

土地 3,009,765,406 退職手当引当金 1,971,399,193

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 27,304,090,521 その他 885,469,742

建物減価償却累計額 -13,709,999,679 流動負債 2,053,281,416

工作物 2,731,597,410 １年内償還予定地方債等 1,565,406,752

工作物減価償却累計額 -1,848,522,185 未払金 165,928,819

船舶 - 未払費用 1,137,717

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 257,339,477

航空機 - 預り金 37,185,150

航空機減価償却累計額 - その他 26,283,501

その他 - 負債合計 19,004,009,514

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 41,578,763,788

インフラ資産 16,693,221,937 余剰分（不足分） -17,375,813,812

土地 99,564,503 他団体出資等分 23,464,210

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 2,408,703,012

物品減価償却累計額 -1,754,037,313

無形固定資産 27,155,207

ソフトウェア 13,130,448

その他 14,024,759

投資その他の資産 3,121,290,683

投資及び出資金 366,186,856

有価証券 47,010,000

出資金 319,176,856

その他 -

長期延滞債権 84,159,322

長期貸付金 -

基金 2,593,849,376

減債基金 -

その他 2,593,849,376

その他 81,882,860

徴収不能引当金 -4,787,731

流動資産 5,236,520,701

現金預金 1,126,079,019

未収金 493,137,160

短期貸付金 -

基金 3,584,860,789

財政調整基金 1,624,936,073

減債基金 1,959,924,716

棚卸資産 43,447,147

その他 293,223

徴収不能引当金 -11,296,637

繰延資産 - 純資産合計 24,226,414,186

資産合計 43,230,423,700 負債及び純資産合計 43,230,423,700

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 11,050,863,018

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 194,356,893

災害復旧事業費 154,054,960

資産除売却損 39,333,725

使用料及び手数料 2,564,769,475

その他 1,046,362,365

純経常行政コスト 10,865,440,202

社会保障給付 650,824,489

その他 98,462,924

経常収益 3,611,131,840

その他 220,945,105

移転費用 6,589,150,577

補助金等 5,804,631,947

その他の業務費用 390,400,847

支払利息 163,325,541

徴収不能引当金繰入額 6,130,201

維持補修費 617,737,153

減価償却費 1,627,686,087

その他 2,193,485

その他 255,274,729

物件費等 4,303,761,419

物件費 2,056,144,694

職員給与費 2,195,893,009

賞与等引当金繰入額 253,067,667

退職手当引当金繰入額 489,023,794

経常費用 14,476,572,042

業務費用 7,887,421,465

人件費 3,193,259,199

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 24,656,012,296 41,874,933,872 -17,242,385,786 23,464,210

純行政コスト（△） -11,050,863,018 -11,050,863,018 -

財源 10,591,622,195 10,591,622,195 -

税収等 7,150,718,461 7,150,718,461 -

国県等補助金 3,440,903,734 3,440,903,734 -

本年度差額 -459,240,823 -459,240,823 -

固定資産等の変動（内部変動） -393,532,969 393,532,969

有形固定資産等の増加 1,504,867,810 -1,504,867,810

有形固定資産等の減少 -1,791,412,923 1,791,412,923

貸付金・基金等の増加 46,135,221 -46,135,221

貸付金・基金等の減少 -153,123,077 153,123,077

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 -2 -5 3 -

その他 -2,000,000 65,720,175 -67,720,175

本年度純資産変動額 -429,598,110 -296,170,084 -133,428,026 -

本年度末純資産残高 24,226,414,186 41,578,763,788 -17,375,813,812 23,464,210

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 9,402,994

本年度末歳計外現金残高 34,624,532

本年度末現金預金残高 1,126,079,019

財務活動収支 57,762,607

本年度資金収支額 -173,007,049

前年度末資金残高 1,264,461,536

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,091,454,487

地方債等償還支出 1,521,612,489

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 -1,082,582,893

【財務活動収支】

財務活動支出 1,544,237,393

その他の支出 -

投資活動収入 404,449,099

国県等補助金収入 242,752,287

基金取崩収入 153,123,077

貸付金元金回収収入 269,000

投資活動支出 1,487,031,992

公共施設等整備費支出 1,442,902,637

基金積立金支出 44,129,355

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 851,813,237

【投資活動収支】

税収等収入 7,142,187,020

国県等補助金収入 3,028,614,352

使用料及び手数料収入 2,749,694,303

その他の収入 692,296,826

臨時支出 154,614,564

移転費用支出 6,919,619,668

補助金等支出 5,804,631,947

社会保障給付支出 650,824,489

その他の支出 428,932,015

業務収入 13,612,792,501

業務費用支出 5,836,036,611

人件費支出 2,805,019,292

物件費等支出 2,768,444,879

支払利息支出 142,283,925

その他の支出 120,288,515

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 12,755,656,279


