
【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 19,169,783,972   固定負債 5,850,516,180

    有形固定資産 16,116,652,739     地方債等 5,463,747,650

      事業用資産 11,271,176,433     長期未払金 1,726,544

        土地 4,457,530,665     退職手当引当金 384,821,889

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,207,611,576     その他 220,097

        建物減価償却累計額 -8,068,117,053   流動負債 967,958,221

        工作物 1,228,052,797     １年内償還予定地方債等 876,569,904

        工作物減価償却累計額 -622,879,841     未払金 22,360,195

        船舶 95,403     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -57,242     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 58,940,438

        航空機 -     預り金 6,483,949

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,603,735

        その他 3,770,502 負債合計 6,818,474,401

        その他減価償却累計額 -549,850 【純資産の部】

        建設仮勘定 65,719,476   固定資産等形成分 21,856,664,962

      インフラ資産 4,713,303,942   余剰分（不足分） -5,885,314,344

        土地 135,374,210   他団体出資等分 -

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -213,983,317

        工作物 19,284,621,130

        工作物減価償却累計額 -15,139,155,707

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,009,240

      物品 905,587,983

      物品減価償却累計額 -773,415,619

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,053,131,233

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 36,862,222

      長期貸付金 6,567,000

      基金 2,894,155,363

        減債基金 -

        その他 2,894,155,363

      その他 1,318,897

      徴収不能引当金 -2,347,249

  流動資産 3,620,041,047

    現金預金 903,565,923

    未収金 29,455,364

    短期貸付金 -

    基金 2,686,880,990

      財政調整基金 2,096,540,990

      減債基金 590,340,000

    棚卸資産 -

    その他 138,770

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 15,971,350,618

資産合計 22,789,825,019 負債及び純資産合計 22,789,825,019

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 7,945,834,500

    業務費用 3,398,844,269

      人件費 1,253,986,507

        職員給与費 1,059,104,319

        賞与等引当金繰入額 53,442,817

        退職手当引当金繰入額 78,332,516

        その他 63,106,855

      物件費等 2,024,320,314

        物件費 1,293,828,998

        維持補修費 96,739,141

        減価償却費 628,291,183

        その他 5,460,992

      その他の業務費用 120,537,448

        支払利息 67,764,343

        徴収不能引当金繰入額 385,172

        その他 52,387,933

    移転費用 4,546,990,231

      補助金等 2,743,805,496

      社会保障給付 1,636,542,087

      その他 166,642,648

  経常収益 1,323,780,467

    使用料及び手数料 167,322,639

    その他 1,156,457,828

純経常行政コスト 6,622,054,033

  臨時損失 8

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 8

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,293,210

    資産売却益 1,293,210

    その他 -

純行政コスト 6,620,760,831



【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 15,061,092,009 20,849,527,177 -5,788,435,168 -

  純行政コスト（△） -6,620,760,831 -6,620,760,831 -

  財源 7,462,700,078 7,462,700,078 -

    税収等 5,732,041,060 5,732,041,060 -

    国県等補助金 1,730,659,018 1,730,659,018 -

  本年度差額 841,939,247 841,939,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） 655,063,352 -655,063,352

    有形固定資産等の増加 1,463,313,329 -1,463,313,329

    有形固定資産等の減少 -1,201,316,170 1,201,316,170

    貸付金・基金等の増加 436,223,475 -436,223,475

    貸付金・基金等の減少 -43,157,282 43,157,282

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,843 10,843

  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 52,341,469 352,117,295 -299,775,826 -

  その他 15,967,050 -53,705 16,020,755

  本年度純資産変動額 910,258,609 1,007,137,785 -96,879,176 -

本年度末純資産残高 15,971,350,618 21,856,664,962 -5,885,314,344 -

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 7,241,480,235

    業務費用支出 2,850,746,462

      人件費支出 1,332,678,282

      物件費等支出 1,405,881,031

      支払利息支出 67,764,343

      その他の支出 44,422,806

    移転費用支出 4,390,733,773

      補助金等支出 2,587,598,208

      社会保障給付支出 1,636,542,087

      その他の支出 166,593,478

  業務収入 8,788,429,667

    税収等収入 5,737,139,685

    国県等補助金収入 1,729,123,094

    使用料及び手数料収入 167,322,639

    その他の収入 1,154,844,249

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,546,949,432

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,302,778,250

    公共施設等整備費支出 892,813,229

    基金積立金支出 409,245,021

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 720,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,271,844

    国県等補助金収入 1,535,925

    基金取崩収入 -1,007,518

    貸付金元金回収収入 445,000

    資産売却収入 1,293,211

    その他の収入 5,226

投資活動収支 -1,300,506,406

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,082,483,927

    地方債等償還支出 1,082,443,274

    その他の支出 40,653

  財務活動収入 762,788,705

    地方債等発行収入 745,040,695

    その他の収入 17,748,010

前年度末歳計外現金残高 6,086,229

本年度歳計外現金増減額 14,581,108

本年度末歳計外現金残高 20,667,337

本年度末現金預金残高 903,565,923

財務活動収支 -319,695,222

本年度資金収支額 -73,252,196

前年度末資金残高 956,150,782

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 882,898,586


