
【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 13,445,576,155   固定負債 6,341,807,146

    有形固定資産 12,492,768,577     地方債等 5,096,153,022

      事業用資産 4,933,956,706     長期未払金 1,928,340

        土地 2,219,383,359     退職手当引当金 715,791,100

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,046,963,980     その他 527,934,684

        建物減価償却累計額 -6,501,679,086   流動負債 625,035,334

        工作物 191,070,476     １年内償還予定地方債等 524,140,139

        工作物減価償却累計額 -64,509,823     未払金 31,108,928

        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 68,029,566

        航空機 -     預り金 1,324,861

        航空機減価償却累計額 -     その他 431,840

        その他 - 負債合計 6,966,842,480

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,727,800   固定資産等形成分 14,694,318,816

      インフラ資産 7,485,484,102   余剰分（不足分） -6,174,730,562

        土地 259,611,051   他団体出資等分 -

        建物 92,193,824

        建物減価償却累計額 -58,100,017

        工作物 14,651,325,519

        工作物減価償却累計額 -7,553,806,302

        その他 401,146,464

        その他減価償却累計額 -314,497,837

        建設仮勘定 7,611,400

      物品 374,245,500

      物品減価償却累計額 -300,917,731

    無形固定資産 22,623,410

      ソフトウェア 17,823,397

      その他 4,800,013

    投資その他の資産 930,184,168

      投資及び出資金 11,240,508

        有価証券 -

        出資金 11,240,508

        その他 -

      長期延滞債権 22,150,275

      長期貸付金 -

      基金 897,914,702

        減債基金 416,738,814

        その他 481,175,888

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,121,317

  流動資産 2,040,854,579

    現金預金 763,811,507

    未収金 20,901,141

    短期貸付金 90,000

    基金 1,248,652,661

      財政調整基金 1,248,652,661

      減債基金 -

    棚卸資産 11,312,580

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,913,310

  繰延資産 - 純資産合計 8,519,588,254

資産合計 15,486,430,734 負債及び純資産合計 15,486,430,734

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 5,971,280

    その他 -

純行政コスト 4,445,223,636

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,971,280

  臨時損失 3,105,414

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,105,414

    使用料及び手数料 249,844,305

    その他 132,365,994

純経常行政コスト 4,448,089,502

      社会保障給付 301,152,624

      その他 87,189,953

  経常収益 382,210,299

        その他 4,736,288

    移転費用 2,616,252,847

      補助金等 2,227,910,270

      その他の業務費用 93,923,729

        支払利息 88,000,719

        徴収不能引当金繰入額 1,186,722

        維持補修費 100,808,408

        減価償却費 440,025,589

        その他 1,302,072

        その他 82,373,576

      物件費等 1,191,116,016

        物件費 648,979,947

        職員給与費 775,713,033

        賞与等引当金繰入額 68,029,566

        退職手当引当金繰入額 2,891,034

  経常費用 4,830,299,801

    業務費用 2,214,046,954

      人件費 929,007,209

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 8,268,907,132 14,631,185,267 -6,362,278,135 -

  純行政コスト（△） -4,445,223,636 -4,445,223,636 -

  財源 4,659,406,153 4,659,406,153 -

    税収等 3,457,965,574 3,457,965,574 -

    国県等補助金 1,201,440,579 1,201,440,579 -

  本年度差額 214,182,517 214,182,517 -

  固定資産等の変動（内部変動） 26,634,944 -26,634,944

    有形固定資産等の増加 502,655,693 -502,655,693

    有形固定資産等の減少 -447,781,286 447,781,286

    貸付金・基金等の増加 60,024,635 -60,024,635

    貸付金・基金等の減少 -88,264,098 88,264,098

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 36,498,605 36,498,605

  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 - - -

  本年度純資産変動額 250,681,122 63,133,549 187,547,573 -

本年度末純資産残高 8,519,588,254 14,694,318,816 -6,174,730,562 -

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 2,469,645

本年度歳計外現金増減額 -1,144,784

本年度末歳計外現金残高 1,324,861

本年度末現金預金残高 763,811,507

財務活動収支 -108,319,291

本年度資金収支額 73,551,005

前年度末資金残高 688,935,641

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 762,486,646

    地方債等償還支出 603,296,736

    その他の支出 5,085,555

  財務活動収入 500,063,000

    地方債等発行収入 500,063,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,761,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -156,009,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 608,382,291

    その他の支出 -

  投資活動収入 350,050,103

    国県等補助金収入 308,282,550

    基金取崩収入 31,886,553

    貸付金元金回収収入 120,000

  投資活動支出 506,059,691

    公共施設等整備費支出 498,785,854

    基金積立金支出 7,273,837

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 337,879,884

【投資活動収支】

    税収等収入 3,436,374,763

    国県等補助金収入 922,108,029

    使用料及び手数料収入 246,518,556

    その他の収入 53,736,452

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,616,252,847

      補助金等支出 2,227,910,270

      社会保障給付支出 301,152,624

      その他の支出 87,189,953

  業務収入 4,658,737,800

    業務費用支出 1,704,605,069

      人件費支出 940,077,987

      物件費等支出 754,666,829

      支払利息支出 5,453,484

      その他の支出 4,406,769

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 4,320,857,916


