
【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 299,654,952,014   固定負債 136,538,713,096

    有形固定資産 251,056,174,479     地方債等 98,974,370,462

      事業用資産 100,457,425,690     長期未払金 -

        土地 24,003,430,156     退職手当引当金 8,158,641,043

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 -

        建物 144,492,067,670     その他 29,405,701,591

        建物減価償却累計額 -76,819,249,001   流動負債 10,249,559,736

        工作物 13,739,836,573     １年内償還予定地方債等 7,874,032,617

        工作物減価償却累計額 -6,850,134,633     未払金 776,642,859

        船舶 -     未払費用 6,221,978

        船舶減価償却累計額 -     前受金 8,169,877

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 566,431,622

        航空機 -     預り金 905,967,203

        航空機減価償却累計額 -     その他 112,093,580

        その他 3,916,070 負債合計 146,788,272,832

        その他減価償却累計額 -1,908,668 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,334,838,143   固定資産等形成分 306,204,521,921

      インフラ資産 143,566,671,689   余剰分（不足分） -135,819,163,629

        土地 17,136,404,483   他団体出資等分 953,867,011

        建物 5,910,865,850

        建物減価償却累計額 -3,273,911,041

        工作物 239,153,833,138

        工作物減価償却累計額 -115,695,881,163

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 335,360,422

      物品 24,307,411,375

      物品減価償却累計額 -17,275,334,275

    無形固定資産 33,334,926,036

      ソフトウェア 4,624,090

      その他 33,330,301,946

    投資その他の資産 15,263,851,499

      投資及び出資金 1,294,480,617

        有価証券 522,029,318

        出資金 772,451,299

        その他 -

      長期延滞債権 2,370,593,154

      長期貸付金 1,334,329,483

      基金 10,276,575,230

        減債基金 -

        その他 10,276,575,230

      その他 63,113,403

      徴収不能引当金 -75,240,388

  流動資産 18,471,390,121

    現金預金 8,707,983,101

    未収金 1,139,270,519

    短期貸付金 50,300,198

    基金 6,499,269,709

      財政調整基金 5,847,675,002

      減債基金 651,594,707

    棚卸資産 1,582,830,312

    その他 547,139,241

    徴収不能引当金 -55,402,959

  繰延資産 1,156,000 純資産合計 171,339,225,303

資産合計 318,127,498,135 負債及び純資産合計 318,127,498,135

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 212,483,582

    その他 1,103,235

純行政コスト 75,060,316,746

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,457,246

  臨時利益 213,586,817

  臨時損失 225,699,409

    災害復旧事業費 20,151,679

    資産除売却損 201,090,484

    使用料及び手数料 4,749,059,876

    その他 3,029,267,923

純経常行政コスト 75,048,204,154

      社会保障給付 7,285,194,146

      その他 249,238,265

  経常収益 7,778,327,799

638,979,824      他会計への繰出金

        その他 710,295,305

    移転費用 47,420,583,504

      補助金等 39,247,171,269

      その他の業務費用 1,785,803,931

        支払利息 1,002,259,564

        徴収不能引当金繰入額 73,249,062

        維持補修費 1,252,183,087

        減価償却費 10,437,800,736

        その他 29,493,246

        その他 1,145,868,582

      物件費等 24,048,517,325

        物件費 12,329,040,256

        職員給与費 7,415,257,080

        賞与等引当金繰入額 557,839,703

        退職手当引当金繰入額 452,661,828

  経常費用 82,826,531,953

    業務費用 35,405,948,449

      人件費 9,571,627,193

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 173,087,118,874 309,051,925,353 -136,918,673,490 953,867,011

  純行政コスト（△） -75,060,316,746 -75,060,316,746 -

  財源 72,750,950,756 72,750,950,756 -

    税収等 49,193,503,532 49,193,503,532 -

    国県等補助金 23,557,447,224 23,557,447,224 -

  本年度差額 -2,309,365,990 -2,309,365,990 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,385,149,775 3,385,149,775

    有形固定資産等の増加 6,492,434,808 -6,492,434,808

    有形固定資産等の減少 -10,770,842,315 10,770,842,315

    貸付金・基金等の増加 3,145,939,733 -3,145,939,733

    貸付金・基金等の減少 -2,252,682,001 2,252,682,001

  資産評価差額 85,268,401 85,268,401

  無償所管換等 502,616,486 502,616,486

  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 9 1 8 -

  その他 -26,412,477 -50,138,545 23,726,068

  本年度純資産変動額 -1,747,893,571 -2,847,403,432 1,099,509,861 -

本年度末純資産残高 171,339,225,303 306,204,521,921 -135,819,163,629 953,867,011

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 706,782,337

本年度歳計外現金増減額 13,465,736

本年度末歳計外現金残高 720,248,073

本年度末現金預金残高 8,707,983,101

財務活動収支 -779,783,031

本年度資金収支額 -140,393,515

前年度末資金残高 8,128,128,539

比例連結割合変更に伴う差額 4

本年度末資金残高 7,987,735,028

    地方債等償還支出 8,053,976,082

    その他の支出 2,712,424

  財務活動収入 7,276,905,475

    地方債等発行収入 7,036,350,548

    その他の収入 240,554,927

    資産売却収入 786,915,210

    その他の収入 367,591,225

投資活動収支 -5,173,655,680

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,056,688,506

    その他の支出 245,546,132

  投資活動収入 4,761,840,825

    国県等補助金収入 1,354,652,389

    基金取崩収入 2,068,769,616

    貸付金元金回収収入 183,912,385

  投資活動支出 9,935,496,505

    公共施設等整備費支出 6,532,053,168

    基金積立金支出 3,020,018,785

    投資及び出資金支出 10,698,783

    貸付金支出 127,179,637

    災害復旧事業費支出 20,151,679

    その他の支出 1,774,226

  臨時収入 61,466,881

業務活動収支 5,813,045,196

【投資活動収支】

    税収等収入 47,898,195,229

    国県等補助金収入 22,101,284,120

    使用料及び手数料収入 5,093,396,424

    その他の収入 2,825,592,491

  臨時支出 21,925,905

    移転費用支出 47,552,101,900

      補助金等支出 39,295,409,269

      社会保障給付支出 7,285,194,146

      その他の支出 332,518,661

  業務収入 77,918,468,264

638,979,824      他会計への繰出金支出

    業務費用支出 24,592,862,144

      人件費支出 9,076,342,627

      物件費等支出 13,799,721,180

      支払利息支出 1,002,259,564

      その他の支出 714,538,773

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 72,144,964,044


