
【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 208,360,495,962   固定負債 62,099,104,470

    有形固定資産 201,707,122,138     地方債 46,698,329,313

      事業用資産 78,064,755,685     長期未払金 1,887,811,212

        土地 42,876,847,876     退職手当引当金 6,924,641,894

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 89,965,944,358     その他 6,588,322,051

        建物減価償却累計額 -57,534,013,325   流動負債 6,660,423,620

        工作物 6,133,818,758     １年内償還予定地方債 4,579,205,388

        工作物減価償却累計額 -3,380,294,292     未払金 698,403,893

        船舶 2,112,666     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,904,482     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 645,901,477

        航空機 -     預り金 729,869,279

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,043,583

        その他 4,537,977 負債合計 68,759,528,090

        その他減価償却累計額 -3,866,844 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,572,993   固定資産等形成分 214,267,949,372

      インフラ資産 122,796,683,641   余剰分（不足分） -58,472,045,678

        土地 45,591,335,483

        建物 1,546,994,008

        建物減価償却累計額 -708,607,636

        工作物 134,362,272,676

        工作物減価償却累計額 -62,796,678,520

        その他 9,512,068,134

        その他減価償却累計額 -6,030,726,019

        建設仮勘定 1,320,025,515

      物品 4,207,750,444

      物品減価償却累計額 -3,362,067,632

    無形固定資産 54,873,496

      ソフトウェア 53,918,070

      その他 955,426

    投資その他の資産 6,598,500,328

      投資及び出資金 33,466,060

        有価証券 1,551,460

        出資金 31,914,600

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,489,470,973

      長期貸付金 38,665,165

      基金 5,271,082,130

        減債基金 129,554,282

        その他 5,141,527,848

      その他 4,000,000

      徴収不能引当金 -238,184,000

  流動資産 16,194,935,822

    現金預金 8,947,893,736

    未収金 1,328,123,778

    短期貸付金 -

    基金 5,907,453,410

      財政調整基金 5,907,453,410

      減債基金 -

    棚卸資産 6,429,906

    その他 18,040,992

    徴収不能引当金 -13,006,000 純資産合計 155,795,903,694

資産合計 224,555,431,784 負債及び純資産合計 224,555,431,784

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）

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 76,066,723,380

    業務費用 28,226,882,812

      人件費 9,765,075,620

        職員給与費 8,424,268,541

        賞与等引当金繰入額 643,891,753

        退職手当引当金繰入額 -18,202,267

        その他 715,117,593

      物件費等 17,574,203,450

        物件費 11,152,933,523

        維持補修費 1,680,220,464

        減価償却費 4,729,457,699

        その他 11,591,764

      その他の業務費用 887,603,742

        支払利息 519,559,223

        徴収不能引当金繰入額 -38,487,000

        その他 406,531,519

    移転費用 47,839,840,568

      補助金等 26,192,096,144

      社会保障給付 21,592,032,059

      他会計への繰出金 -

      その他 55,712,365

  経常収益 5,629,410,684

    使用料及び手数料 4,028,032,598

    その他 1,601,378,086

純経常行政コスト 70,437,312,696

  臨時損失 145,984,062

    災害復旧事業費 2,836,545

    資産除売却損 141,939,717

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,653,577

純行政コスト 70,570,036,278

    その他 1,207,800

  臨時利益 13,260,480

    資産売却益 606,903



【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)

前年度末純資産残高 150,669,747,905 207,418,030,414 -56,748,282,509

  純行政コスト（△） -70,570,036,278 -70,570,036,278

  財源 70,693,154,421 70,693,154,421

    税収等 49,167,429,817 49,167,429,817

    国県等補助金 21,525,724,604 21,525,724,604

  本年度差額 123,118,143 123,118,143

  固定資産等の変動（内部変動） 1,846,881,312 -1,846,881,312

    有形固定資産等の増加 7,474,285,045 -7,474,285,045

    有形固定資産等の減少 -5,447,231,411 5,447,231,411

    貸付金・基金等の増加 1,424,665,298 -1,424,665,298

    貸付金・基金等の減少 -1,604,837,620 1,604,837,620

  資産評価差額 - - -

  無償所管換等 5,003,033,645 5,003,033,645 -

  その他 4,001 4,001 -

  本年度純資産変動額 5,126,155,789 6,849,918,958 -1,723,763,169

本年度末純資産残高 155,795,903,694 214,267,949,372 -58,472,045,678

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）

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 71,324,504,631

    業務費用支出 23,384,602,716

      人件費支出 9,760,178,023

      物件費等支出 12,614,744,864

      支払利息支出 519,559,223

      その他の支出 490,120,606

    移転費用支出 47,939,901,915

      補助金等支出 26,292,997,491

      社会保障給付支出 21,592,032,059

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 54,872,365

  業務収入 75,802,548,280

    税収等収入 48,664,428,778

    国県等補助金収入 20,916,689,201

    使用料及び手数料収入 4,047,198,852

    その他の収入 2,174,231,449

  臨時支出 4,044,345

    災害復旧事業費支出 2,836,545

    その他の支出 1,207,800

  臨時収入 70,584

業務活動収支 4,474,069,888

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,346,227,111

    公共施設等整備費支出 4,717,452,955

    基金積立金支出 1,447,229,036

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 17,313,967

    その他の支出 164,231,153

  投資活動収入 2,238,291,212

    国県等補助金収入 629,322,983

    基金取崩収入 1,518,713,795

    貸付金元金回収収入 17,523,696

    資産売却収入 72,730,738

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,107,935,899

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,324,422,949

    地方債償還支出 5,129,882,446

    その他の支出 194,540,503

  財務活動収入 2,989,807,640

    地方債発行収入 2,989,807,640

前年度末歳計外現金残高 518,761,743

本年度歳計外現金増減額 103,282,801

本年度末歳計外現金残高 622,044,544

本年度末現金預金残高 8,947,893,736

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,334,615,309

本年度資金収支額 -1,968,481,320

前年度末資金残高 10,294,330,512

本年度末資金残高 8,325,849,192


