
【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 51,899,724,022   固定負債 13,386,281,383

    有形固定資産 50,221,796,618     地方債等 10,007,872,654

      事業用資産 26,508,514,173     長期未払金 -

        土地 17,161,629,759     退職手当引当金 1,985,635,842

        立木竹 3,738,250     損失補償等引当金 -

        建物 19,843,078,174     その他 1,392,772,887

        建物減価償却累計額 -10,570,871,239   流動負債 2,032,072,618

        工作物 453,532,239     １年内償還予定地方債等 1,151,393,666

        工作物減価償却累計額 -382,593,010     未払金 532,090,077

        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 111,901,980

        航空機 -     預り金 196,882,983

        航空機減価償却累計額 -     その他 39,803,912

        その他 - 負債合計 15,418,354,001

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 53,907,394,828

      インフラ資産 23,275,268,225   余剰分（不足分） -11,371,170,778

        土地 15,874,366,104   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 22,230,071,371

        工作物減価償却累計額 -15,820,582,371

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 714,660,830

      物品 1,290,068,420

      物品減価償却累計額 -852,054,200

    無形固定資産 69,611,594

      ソフトウェア 69,041,894

      その他 569,700

    投資その他の資産 1,608,315,810

      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 155,366,319

      長期貸付金 -

      基金 1,330,036,603

        減債基金 208,282,289

        その他 1,121,754,314

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,757,862

  流動資産 6,054,854,029

    現金預金 3,882,007,121

    未収金 131,929,956

    短期貸付金 -

    基金 2,007,670,806

      財政調整基金 2,007,670,806

      減債基金 -

    棚卸資産 37,600,608

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,354,462

  繰延資産 - 純資産合計 42,536,224,050

資産合計 57,954,578,051 負債及び純資産合計 57,954,578,051

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 35,300

純行政コスト 13,941,739,730

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 27,051

  臨時利益 3,100,978

  臨時損失 6,197,681

    災害復旧事業費 864,000

    資産除売却損 5,306,630

    使用料及び手数料 871,124,704

    その他 934,052,338

純経常行政コスト 13,938,643,027

      社会保障給付 1,369,068,443

      その他 65,252,060

  経常収益 1,805,177,042

        その他 67,458,363

    移転費用 9,016,367,896

      補助金等 7,582,047,393

      その他の業務費用 194,887,323

        支払利息 112,625,588

        徴収不能引当金繰入額 14,803,372

        維持補修費 411,242,947

        減価償却費 853,490,755

        その他 3,520,003

        その他 363,296,056

      物件費等 4,687,283,545

        物件費 3,419,029,840

        職員給与費 1,371,180,845

        賞与等引当金繰入額 110,473,938

        退職手当引当金繰入額 330,466

  経常費用 15,743,820,069

    業務費用 6,727,452,173

      人件費 1,845,281,305

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 40,752,616,069 52,183,301,484 -11,430,685,415 -

  純行政コスト（△） -13,941,739,730 -13,941,739,730 -

  財源 15,205,100,325 15,205,100,325 -

    税収等 11,618,741,133 11,618,741,133 -

    国県等補助金 3,586,359,192 3,586,359,192 -

  本年度差額 1,263,360,595 1,263,360,595 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,221,785,958 -1,221,785,958

    有形固定資産等の増加 2,694,867,682 -2,694,867,682

    有形固定資産等の減少 -1,567,191,953 1,567,191,953

    貸付金・基金等の増加 300,835,794 -300,835,794

    貸付金・基金等の減少 -206,725,565 206,725,565

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 502,307,386 502,307,386

  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 1,783,607,981 1,724,093,344 59,514,637 -

本年度末純資産残高 42,536,224,050 53,907,394,828 -11,371,170,778 -

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 126,651,089

本年度歳計外現金増減額 5,289,908

本年度末歳計外現金残高 131,940,997

本年度末現金預金残高 3,882,007,121

財務活動収支 63,441,380

本年度資金収支額 -115,605,114

前年度末資金残高 3,865,671,238

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,750,066,124

    地方債等償還支出 1,140,563,718

    その他の支出 42,094,902

  財務活動収入 1,246,100,000

    地方債等発行収入 1,246,100,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,065,680

    その他の収入 513,107,386

投資活動収支 -1,368,110,208

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,182,658,620

    その他の支出 85,617,017

  投資活動収入 788,240,847

    国県等補助金収入 251,265,588

    基金取崩収入 20,148,323

    貸付金元金回収収入 653,870

  投資活動支出 2,156,351,055

    公共施設等整備費支出 1,936,690,314

    基金積立金支出 133,389,854

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 653,870

    災害復旧事業費支出 864,000

    その他の支出 27,051

  臨時収入 187,994,089

業務活動収支 1,189,063,714

【投資活動収支】

    税収等収入 11,568,891,788

    国県等補助金収入 3,198,654,815

    使用料及び手数料収入 850,420,223

    その他の収入 186,611,314

  臨時支出 891,051

    移転費用支出 8,961,207,177

      補助金等支出 7,582,047,393

      社会保障給付支出 1,369,068,443

      その他の支出 10,091,341

  業務収入 15,804,578,140

    業務費用支出 5,841,410,287

      人件費支出 1,837,317,506

      物件費等支出 3,833,147,442

      支払利息支出 112,625,588

      その他の支出 58,319,751

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 14,802,617,464


