
【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 17,525,113,143   固定負債 2,282,264,191

    有形固定資産 15,308,072,771     地方債等 1,735,819,610

      事業用資産 4,092,530,147     長期未払金 21,741

        土地 917,459,376     退職手当引当金 546,367,792

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,734,047,474     その他 55,048

        建物減価償却累計額 -4,863,187,315   流動負債 327,035,417

        工作物 1,230,657,081     １年内償還予定地方債等 276,254,658

        工作物減価償却累計額 -952,228,274     未払金 178,083

        船舶 -     未払費用 59,814

        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 37,609,867

        航空機 -     預り金 3,785,531

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,147,464

        その他 - 負債合計 2,609,299,608

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 25,781,805   固定資産等形成分 18,447,676,677

      インフラ資産 11,037,467,856   余剰分（不足分） -2,270,176,082

        土地 70,198,520   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 26,161,287,286

        工作物減価償却累計額 -15,201,253,950

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,236,000

      物品 867,680,254

      物品減価償却累計額 -689,605,486

    無形固定資産 75,968,854

      ソフトウェア 75,968,854

      その他 -

    投資その他の資産 2,141,071,518

      投資及び出資金 3,295,000

        有価証券 -

        出資金 3,295,000

        その他 -

      長期延滞債権 11,888,524

      長期貸付金 500,000

      基金 2,127,050,387

        減債基金 430,405,558

        その他 1,696,644,829

      その他 116

      徴収不能引当金 -1,662,509

  流動資産 1,261,687,060

    現金預金 335,922,286

    未収金 3,388,681

    短期貸付金 -

    基金 922,563,534

      財政調整基金 922,563,534

      減債基金 -

    棚卸資産 253,863

    その他 -

    徴収不能引当金 -441,304

  繰延資産 - 純資産合計 16,177,500,595

資産合計 18,786,800,203 負債及び純資産合計 18,786,800,203

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 -

    その他 2,252,482

純行政コスト 3,034,543,970

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,252,482

  臨時損失 66,568

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 66,568

    使用料及び手数料 67,523,299

    その他 133,830,781

純経常行政コスト 3,036,729,884

      社会保障給付 546,074,181

      その他 13,766,422

  経常収益 201,354,080

        その他 40,854,556

    移転費用 1,421,383,878

      補助金等 857,444,124

      その他の業務費用 66,959,414

        支払利息 24,805,919

        徴収不能引当金繰入額 1,298,939

        維持補修費 83,066,635

        減価償却費 707,702,079

        その他 14,051

        その他 64,308,464

      物件費等 1,162,765,831

        物件費 371,983,066

        職員給与費 484,885,847

        賞与等引当金繰入額 37,669,659

        退職手当引当金繰入額 110,871

  経常費用 3,238,083,964

    業務費用 1,816,700,086

      人件費 586,974,841

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 16,245,306,657 18,611,983,517 -2,366,676,860 -

  純行政コスト（△） -3,034,543,970 -3,034,543,970 -

  財源 2,966,913,566 2,966,913,566 -

    税収等 2,123,447,390 2,123,447,390 -

    国県等補助金 843,466,176 843,466,176 -

  本年度差額 -67,630,404 -67,630,404 -

  固定資産等の変動（内部変動） -163,911,140 163,911,140

    有形固定資産等の増加 309,230,139 -309,230,139

    有形固定資産等の減少 -710,580,078 710,580,078

    貸付金・基金等の増加 278,121,891 -278,121,891

    貸付金・基金等の減少 -40,683,092 40,683,092

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -395,700 -395,700

  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 220,042 - 220,042 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -67,806,062 -164,306,840 96,500,778 -

本年度末純資産残高 16,177,500,595 18,447,676,677 -2,270,176,082 -

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 3,609,730

本年度歳計外現金増減額 175,801

本年度末歳計外現金残高 3,785,531

本年度末現金預金残高 335,922,286

財務活動収支 -128,730,539

本年度資金収支額 -55,481,587

前年度末資金残高 387,618,342

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 332,136,755

    地方債等償還支出 339,823,945

    その他の支出 -

  財務活動収入 211,093,406

    地方債等発行収入 211,093,406

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -311,019,245

【財務活動収支】

  財務活動支出 339,823,945

    その他の支出 -

  投資活動収入 263,019,991

    国県等補助金収入 228,114,136

    基金取崩収入 34,589,153

    貸付金元金回収収入 316,702

  投資活動支出 574,039,236

    公共施設等整備費支出 304,827,004

    基金積立金支出 269,212,232

    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 146,883

業務活動収支 384,268,197

【投資活動収支】

    税収等収入 2,120,010,472

    国県等補助金収入 618,276,157

    使用料及び手数料収入 67,382,447

    その他の収入 101,404,044

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,417,284,727

      補助金等支出 857,444,124

      社会保障給付支出 546,074,181

      その他の支出 13,766,422

  業務収入 2,907,073,120

    業務費用支出 1,105,667,079

      人件費支出 587,635,016

      物件費等支出 455,253,298

      支払利息支出 24,805,919

      その他の支出 37,972,846

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 2,522,951,806
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