
【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 14,959,069,459   固定負債 6,801,719,097

    有形固定資産 11,677,494,793     地方債等 4,384,084,339

      事業用資産 6,088,925,062     長期未払金 -

        土地 1,167,863,857     退職手当引当金 795,931,457

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,377,114,067     その他 1,621,703,301

        建物減価償却累計額 -6,295,179,313   流動負債 565,609,355

        工作物 1,243,194,587     １年内償還予定地方債等 329,972,973

        工作物減価償却累計額 -406,768,136     未払金 55,151,763

        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 49,033,253

        航空機 -     預り金 41,450,944

        航空機減価償却累計額 -     その他 90,000,422

        その他 - 負債合計 7,367,328,452

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,700,000   固定資産等形成分 16,853,080,070

      インフラ資産 5,312,252,382   余剰分（不足分） -5,772,003,687

        土地 77,637,945   他団体出資等分 -

        建物 972,814,109

        建物減価償却累計額 -700,635,104

        工作物 17,532,391,901

        工作物減価償却累計額 -12,620,801,108

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 50,844,639

      物品 1,515,358,373

      物品減価償却累計額 -1,239,041,024

    無形固定資産 489,461,962

      ソフトウェア 8,796,354

      その他 480,665,608

    投資その他の資産 2,792,112,704

      投資及び出資金 18,152,936

        有価証券 -

        出資金 -406,607,250

        その他 424,760,186

      長期延滞債権 34,946,104

      長期貸付金 4,500,000

      基金 2,736,188,288

        減債基金 -

        その他 2,736,188,288

      その他 372,728

      徴収不能引当金 -2,047,352

  流動資産 3,489,335,376

    現金預金 1,421,214,003

    未収金 40,513,615

    短期貸付金 23,868,165

    基金 1,870,142,446

      財政調整基金 1,568,279,301

      減債基金 301,863,145

    棚卸資産 32,207,000

    その他 103,686,867

    徴収不能引当金 -2,296,720

  繰延資産 - 純資産合計 11,081,076,383

資産合計 18,448,404,835 負債及び純資産合計 18,448,404,835

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 6,426,161,414

    業務費用 2,936,876,429

      人件費 934,600,403

        職員給与費 559,584,559

        賞与等引当金繰入額 49,793,794

        退職手当引当金繰入額 64,129,537

        その他 261,092,513

      物件費等 1,901,227,544

        物件費 1,037,115,280

        維持補修費 188,149,822

        減価償却費 675,717,787

        その他 244,655

      その他の業務費用 101,048,482

        支払利息 49,958,670

        徴収不能引当金繰入額 2,368,100

        その他 48,721,712

    移転費用 3,489,284,985

      補助金等 3,031,774,430

      社会保障給付 288,464,596

      その他 16,879,634

  経常収益 634,238,849

    使用料及び手数料 280,545,299

    その他 353,693,550

純経常行政コスト 5,791,922,565

  臨時損失 49,571,275

    災害復旧事業費 4,590,000

    資産除売却損 42,307,651

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,673,624

  臨時利益 1,923,711

    資産売却益 1,923,448

    その他 263

純行政コスト 5,839,570,129



【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 11,002,434,057 17,157,148,545 -6,154,714,488 -

  純行政コスト（△） -5,839,570,129 -5,839,570,129 -

  財源 5,915,549,371 5,915,549,371 -

    税収等 4,125,289,743 4,125,289,743 -

    国県等補助金 1,790,259,628 1,790,259,628 -

  本年度差額 75,979,242 75,979,242 -

  固定資産等の変動（内部変動） -306,017,296 306,017,296

    有形固定資産等の増加 237,407,476 -237,407,476

    有形固定資産等の減少 -681,243,672 681,243,672

    貸付金・基金等の増加 771,968,114 -771,968,114

    貸付金・基金等の減少 -634,149,214 634,149,214

  資産評価差額 4,062,000 4,062,000

  無償所管換等 -1,218,247 -1,218,247

  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 1 -1 2 -

  その他 -180,670 -894,931 714,261

  本年度純資産変動額 78,642,326 -304,068,475 382,710,801 -

本年度末純資産残高 11,081,076,383 16,853,080,070 -5,772,003,687 -

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 5,774,992,535

    業務費用支出 2,221,916,618

      人件費支出 852,241,627

      物件費等支出 1,271,859,402

      支払利息支出 49,958,670

      その他の支出 47,856,919

    移転費用支出 3,553,075,917

      補助金等支出 3,031,774,423

      社会保障給付支出 288,464,596

      その他の支出 80,670,573

  業務収入 6,297,212,538

    税収等収入 4,099,746,245

    国県等補助金収入 1,574,767,992

    使用料及び手数料収入 279,946,408

    その他の収入 342,751,893

  臨時支出 4,590,000

    災害復旧事業費支出 4,590,000

    その他の支出 -

  臨時収入 4,699,364

業務活動収支 522,329,367

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,030,493,312

    公共施設等整備費支出 259,101,719

    基金積立金支出 766,163,593

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,160,000

    その他の支出 68,000

  投資活動収入 935,439,693

    国県等補助金収入 282,896,229

    基金取崩収入 630,613,959

    貸付金元金回収収入 3,086,641

    資産売却収入 11,359,878

    その他の収入 7,482,986

投資活動収支 -95,053,619

【財務活動収支】

  財務活動支出 384,047,743

    地方債等償還支出 375,075,325

    その他の支出 8,972,418

  財務活動収入 289,291,047

    地方債等発行収入 282,426,443

    その他の収入 6,864,604

前年度末歳計外現金残高 14,397,628

本年度歳計外現金増減額 27,050,567

本年度末歳計外現金残高 41,448,195

本年度末現金預金残高 1,421,214,003

財務活動収支 -94,756,696

本年度資金収支額 332,519,052

前年度末資金残高 1,047,246,755

比例連結割合変更に伴う差額 1

本年度末資金残高 1,379,765,808


