
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 54,244,430,740   固定負債 14,718,492,075

    有形固定資産 51,990,662,578     地方債等 10,703,769,761

      事業用資産 28,018,955,173     長期未払金 -

        土地 17,254,991,139     退職手当引当金 2,438,988,363

        立木竹 3,738,250     損失補償等引当金 -

        建物 22,517,294,006     その他 1,575,733,951

        建物減価償却累計額 -11,901,395,767   流動負債 2,401,962,421

        工作物 608,077,875     １年内償還予定地方債等 1,323,466,296

        工作物減価償却累計額 -475,364,079     未払金 598,693,271

        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 164,797,220

        航空機 -     預り金 204,134,967

        航空機減価償却累計額 -     その他 110,870,667

        その他 970,056 負債合計 17,120,454,496

        その他減価償却累計額 -970,056 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,613,749   固定資産等形成分 56,302,956,690

      インフラ資産 23,315,297,942   余剰分（不足分） -12,281,628,420

        土地 15,891,725,591   他団体出資等分 -

        建物 968,921,986

        建物減価償却累計額 -692,169,695

        工作物 22,261,184,565

        工作物減価償却累計額 -15,829,025,335

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 714,660,830

      物品 2,199,728,361

      物品減価償却累計額 -1,543,318,898

    無形固定資産 71,760,737

      ソフトウェア 71,191,037

      その他 569,700

    投資その他の資産 2,182,007,425

      投資及び出資金 134,670,750

        有価証券 -

        出資金 134,670,750

        その他 -

      長期延滞債権 155,591,103

      長期貸付金 10,892,026

      基金 1,892,610,535

        減債基金 208,282,289

        その他 1,684,328,246

      その他 873

      徴収不能引当金 -11,757,862

  流動資産 6,897,352,026

    現金預金 4,520,503,722

    未収金 279,114,751

    短期貸付金 -

    基金 2,058,525,950

      財政調整基金 2,058,525,950

      減債基金 -

    棚卸資産 37,981,736

    その他 5,885,392

    徴収不能引当金 -4,659,525

  繰延資産 - 純資産合計 44,021,328,270

資産合計 61,141,782,766 負債及び純資産合計 61,141,782,766

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 3,065,678

    その他 46,984

純行政コスト 17,023,939,523

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82,766

  臨時利益 3,112,662

  臨時損失 7,003,425

    災害復旧事業費 864,000

    資産除売却損 6,056,659

    使用料及び手数料 1,823,229,165

    その他 963,951,529

純経常行政コスト 17,020,048,760

      社会保障給付 4,701,583,059

      その他 88,362,908

  経常収益 2,787,180,694

        その他 140,429,594

    移転費用 11,574,704,541

      補助金等 6,784,758,574

      その他の業務費用 293,223,160

        支払利息 137,268,779

        徴収不能引当金繰入額 15,524,787

        維持補修費 421,108,446

        減価償却費 992,678,411

        その他 4,456,662

        その他 466,940,123

      物件費等 5,200,105,525

        物件費 3,781,862,006

        職員給与費 2,082,154,883

        賞与等引当金繰入額 163,369,178

        退職手当引当金繰入額 26,732,044

  経常費用 19,807,229,454

    業務費用 8,232,524,913

      人件費 2,739,196,228

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高 41,940,187,721 54,498,200,187 -12,558,012,466 -

  純行政コスト（△） -17,023,939,523 -17,023,939,523 -

  財源 18,458,889,327 18,458,889,327 -

    税収等 14,319,980,795 14,319,980,795 -

    国県等補助金 4,138,908,532 4,138,908,532 -

  本年度差額 1,434,949,804 1,434,949,804 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,176,505,758 -1,176,505,758

    有形固定資産等の増加 2,781,947,068 -2,781,947,068

    有形固定資産等の減少 -1,728,610,106 1,728,610,106

    貸付金・基金等の増加 360,829,579 -360,829,579

    貸付金・基金等の減少 -237,660,783 237,660,783

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 628,250,745 628,250,745

  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 17,940,000 - 17,940,000

  本年度純資産変動額 2,081,140,549 1,804,756,503 276,384,046 -

本年度末純資産残高 44,021,328,270 56,302,956,690 -12,281,628,420 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 126,655,183

本年度歳計外現金増減額 6,662,547

本年度末歳計外現金残高 133,317,730

本年度末現金預金残高 4,520,503,722

財務活動収支 -89,901,264

本年度資金収支額 -3,839,155

前年度末資金残高 4,391,025,147

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,387,185,992

    地方債等償還支出 1,324,095,732

    その他の支出 42,202,796

  財務活動収入 1,276,397,264

    地方債等発行収入 1,276,397,264

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,065,680

    その他の収入 546,535,208

投資活動収支 -1,419,867,056

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,366,298,528

    その他の支出 85,617,017

  投資活動収入 831,067,753

    国県等補助金収入 251,322,610

    基金取崩収入 29,490,385

    貸付金元金回収収入 653,870

  投資活動支出 2,250,934,809

    公共施設等整備費支出 2,003,867,596

    基金積立金支出 159,741,987

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,708,209

    災害復旧事業費支出 864,000

    その他の支出 82,766

  臨時収入 189,039,375

業務活動収支 1,505,929,165

【投資活動収支】

    税収等収入 14,248,735,798

    国県等補助金収入 3,750,101,848

    使用料及び手数料収入 1,810,207,926

    その他の収入 216,174,553

  臨時支出 946,766

    移転費用支出 11,519,375,718

      補助金等支出 6,784,608,902

      社会保障給付支出 4,701,564,627

      その他の支出 33,202,189

  業務収入 20,025,220,125

    業務費用支出 7,188,007,851

      人件費支出 2,730,716,481

      物件費等支出 4,203,494,253

      支払利息支出 137,268,779

      その他の支出 116,528,338

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 18,707,383,569


