
【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 14,767,740,898   固定負債 7,233,134,068

    有形固定資産 13,613,716,436     地方債等 5,572,396,120

      事業用資産 5,950,714,706     長期未払金 1,928,340

        土地 2,379,590,122     退職手当引当金 1,059,177,598

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,663,297,286     その他 599,632,010

        建物減価償却累計額 -7,290,085,483   流動負債 768,318,352

        工作物 235,937,569     １年内償還予定地方債等 583,066,772

        工作物減価償却累計額 -80,752,588     未払金 70,207,983

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 88,631,211

        航空機 -     預り金 5,396,414

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,991,972

        その他 370,363 負債合計 8,001,452,420

        その他減価償却累計額 -370,363 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,727,800   固定資産等形成分 16,040,533,929

      インフラ資産 7,485,484,102   余剰分（不足分） -6,855,493,037

        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 767,854,607

      物品減価償却累計額 -590,336,979

    無形固定資産 23,767,214

      ソフトウェア 18,967,201

      その他 4,800,013

    投資その他の資産 1,130,257,248

      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 22,210,499

      長期貸付金 4,158,529

      基金 1,093,768,795

        減債基金 416,738,814

        その他 677,029,981

      その他 234

      徴収不能引当金 -1,121,317

  流動資産 2,418,752,414

    現金預金 1,042,701,489

    未収金 77,470,827

    短期貸付金 90,000

    基金 1,272,703,031

      財政調整基金 1,272,703,031

      減債基金 -

    棚卸資産 11,353,404

    その他 18,463,445

    徴収不能引当金 -4,029,782

  繰延資産 - 純資産合計 9,185,040,892

資産合計 17,186,493,312 負債及び純資産合計 17,186,493,312

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 6,069,108

    その他 6,879

純行政コスト 5,124,506,610

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 21,272

  臨時利益 6,075,987

  臨時損失 3,834,890

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,813,618

    使用料及び手数料 614,786,043

    その他 291,934,558

純経常行政コスト 5,126,747,707

      社会保障給付 1,195,942,416

      その他 97,561,343

  経常収益 906,720,601

        その他 100,815,568

    移転費用 3,050,475,944

      補助金等 1,756,972,185

      その他の業務費用 200,048,833

        支払利息 97,771,110

        徴収不能引当金繰入額 1,462,155

        維持補修費 106,311,150

        減価償却費 502,582,393

        その他 1,635,777

        その他 124,059,002

      物件費等 1,399,602,190

        物件費 789,072,870

        職員給与費 1,141,839,584

        賞与等引当金繰入額 88,635,211

        退職手当引当金繰入額 28,807,544

  経常費用 6,033,468,308

    業務費用 2,982,992,364

      人件費 1,383,341,341

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 8,928,916,919 16,036,610,929 -7,107,694,010 -

  純行政コスト（△） -5,124,506,610 -5,124,506,610 -

  財源 5,362,665,272 5,362,665,272 -

    税収等 3,780,755,990 3,780,755,990 -

    国県等補助金 1,581,909,282 1,581,909,282 -

  本年度差額 238,158,662 238,158,662 -

  固定資産等の変動（内部変動） -14,138,311 14,138,311

    有形固定資産等の増加 527,615,387 -527,615,387

    有形固定資産等の減少 -523,825,720 523,825,720

    貸付金・基金等の増加 71,075,205 -71,075,205

    貸付金・基金等の減少 -89,003,183 89,003,183

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 18,061,311 18,061,311

  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 -96,000 - -96,000 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 256,123,973 3,923,000 252,200,973 -

本年度末純資産残高 9,185,040,892 16,040,533,929 -6,855,493,037 -

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 2,472,645

本年度歳計外現金増減額 -431,160

本年度末歳計外現金残高 2,041,485

本年度末現金預金残高 1,042,701,489

財務活動収支 -153,178,928

本年度資金収支額 113,731,426

前年度末資金残高 926,929,578

比例連結割合変更に伴う差額 -1,000

本年度末資金残高 1,040,660,004

    地方債等償還支出 653,796,178

    その他の支出 7,361,942

  財務活動収入 507,979,192

    地方債等発行収入 507,979,192

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,858,828

    その他の収入 12,762,600

投資活動収支 -158,972,409

【財務活動収支】

  財務活動支出 661,158,120

    その他の支出 -

  投資活動収入 364,458,462

    国県等補助金収入 309,262,644

    基金取崩収入 32,454,390

    貸付金元金回収収入 120,000

  投資活動支出 523,430,871

    公共施設等整備費支出 512,463,097

    基金積立金支出 10,565,232

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 402,542

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 21,272

  臨時収入 625,783

業務活動収支 425,882,763

【投資活動収支】

    税収等収入 3,750,958,338

    国県等補助金収入 1,362,007,260

    使用料及び手数料収入 614,393,723

    その他の収入 152,205,305

  臨時支出 21,272

    移転費用支出 3,050,475,944

      補助金等支出 1,756,972,185

      社会保障給付支出 1,195,942,416

      その他の支出 97,561,343

  業務収入 5,879,564,626

    業務費用支出 2,403,810,430

      人件費支出 1,392,995,592

      物件費等支出 899,258,694

      支払利息支出 15,223,875

      その他の支出 96,332,269

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 5,454,286,374


