
【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 13,585,407,164   固定負債 5,708,220,671

    有形固定資産 10,550,438,824     地方債等 3,755,129,955

      事業用資産 5,376,396,616     長期未払金 -

        土地 1,045,650,435     退職手当引当金 660,766,267

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,893,888,844     その他 1,292,324,449

        建物減価償却累計額 -6,158,198,161   流動負債 491,476,415

        工作物 835,429,164     １年内償還予定地方債等 268,923,546

        工作物減価償却累計額 -243,073,666     未払金 49,557,764

        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 43,093,447

        航空機 -     預り金 41,042,722

        航空機減価償却累計額 -     その他 88,858,936

        その他 - 負債合計 6,199,697,086

        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 15,429,534,368

      インフラ資産 4,996,788,227   余剰分（不足分） -4,730,351,705

        土地 45,450,375   他団体出資等分 -

        建物 920,417,893

        建物減価償却累計額 -670,522,125

        工作物 17,145,587,062

        工作物減価償却累計額 -12,494,383,689

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 50,238,711

      物品 1,238,606,969

      物品減価償却累計額 -1,061,352,988

    無形固定資産 8,747,208

      ソフトウェア 8,747,208

      その他 -

    投資その他の資産 3,026,221,132

      投資及び出資金 465,371,122

        有価証券 -

        出資金 38,762,936

        その他 426,608,186

      長期延滞債権 34,938,337

      長期貸付金 4,500,000

      基金 2,523,459,025

        減債基金 -

        その他 2,523,459,025

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,047,352

  流動資産 3,313,472,585

    現金預金 1,322,944,123

    未収金 36,490,978

    短期貸付金 180,000

    基金 1,843,947,204

      財政調整基金 1,542,084,059

      減債基金 301,863,145

    棚卸資産 32,207,000

    その他 80,000,000

    徴収不能引当金 -2,296,720

  繰延資産 - 純資産合計 10,699,182,663

資産合計 16,898,879,749 負債及び純資産合計 16,898,879,749

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 5,538,378,346

    業務費用 2,584,947,080

      人件費 768,616,586

        職員給与費 463,093,497

        賞与等引当金繰入額 42,673,447

        退職手当引当金繰入額 2,624,015

        その他 260,225,627

      物件費等 1,746,061,559

        物件費 955,149,254

        維持補修費 184,762,300

        減価償却費 606,150,005

        その他 -

      その他の業務費用 70,268,935

        支払利息 42,706,186

        徴収不能引当金繰入額 2,368,100

        その他 25,194,649

    移転費用 2,953,431,266

      補助金等 2,502,673,942

      社会保障給付 282,492,793

      その他 16,264,531

  経常収益 540,920,804

    使用料及び手数料 246,462,777

    その他 294,458,027

純経常行政コスト 4,997,457,542

  臨時損失 49,260,429

    災害復旧事業費 4,590,000

    資産除売却損 42,005,429

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,665,000

  臨時利益 2,390,632

    資産売却益 1,820,632

    その他 570,000

純行政コスト 5,044,327,339



【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 10,633,185,144 15,697,904,612 -5,064,719,468 -

  純行政コスト（△） -5,044,327,339 -5,044,327,339 -

  財源 5,111,551,825 5,111,551,825 -

    税収等 3,717,313,099 3,717,313,099 -

    国県等補助金 1,394,238,726 1,394,238,726 -

  本年度差額 67,224,486 67,224,486 -

  固定資産等の変動（内部変動） -267,143,277 267,143,277

    有形固定資産等の増加 216,716,504 -216,716,504

    有形固定資産等の減少 -611,368,950 611,368,950

    貸付金・基金等の増加 733,963,733 -733,963,733

    貸付金・基金等の減少 -606,454,564 606,454,564

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,226,967 -1,226,967

  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 65,997,519 -268,370,244 334,367,763 -

本年度末純資産残高 10,699,182,663 15,429,534,368 -4,730,351,705 -

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 4,955,660,549

    業務費用支出 2,002,229,283

      人件費支出 765,101,861

      物件費等支出 1,171,515,590

      支払利息支出 42,706,186

      その他の支出 22,905,646

    移転費用支出 2,953,431,266

      補助金等支出 2,502,673,942

      社会保障給付支出 282,492,793

      その他の支出 16,264,531

  業務収入 5,444,821,025

    税収等収入 3,706,466,008

    国県等補助金収入 1,198,409,096

    使用料及び手数料収入 245,605,422

    その他の収入 294,340,499

  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 4,399,000

業務活動収支 488,969,476

【投資活動収支】

  投資活動支出 970,590,277

    公共施設等整備費支出 238,410,693

    基金積立金支出 725,171,584

    投資及び出資金支出 1,848,000

    貸付金支出 5,160,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 880,926,740

    国県等補助金収入 263,234,223

    基金取崩収入 603,005,950

    貸付金元金回収収入 3,000,000

    資産売却収入 7,175,632

    その他の収入 4,510,935

投資活動収支 -89,663,537

【財務活動収支】

  財務活動支出 345,793,317

    地方債等償還支出 336,935,081

    その他の支出 8,858,236

  財務活動収入 267,734,000

    地方債等発行収入 262,734,000

    その他の収入 5,000,000

前年度末歳計外現金残高 14,016,318

本年度歳計外現金増減額 27,026,404

本年度末歳計外現金残高 41,042,722

本年度末現金預金残高 1,322,944,123

財務活動収支 -78,059,317

本年度資金収支額 321,246,622

前年度末資金残高 960,654,779

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,281,901,401


