
【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 238,436,694,348   固定負債 87,336,949,217

    有形固定資産 226,909,402,826     地方債等 45,985,831,414

      事業用資産 93,355,773,123     長期未払金 514,882,980

        土地 49,549,444,204     退職手当引当金 7,306,110,234

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 99,064,397,807     その他 33,530,124,589

        建物減価償却累計額 -58,246,385,864   流動負債 10,173,784,786

        工作物 6,475,203,814     １年内償還予定地方債等 5,898,118,338

        工作物減価償却累計額 -4,143,111,201     未払金 2,210,972,779

        船舶 -     未払費用 2,552,625

        船舶減価償却累計額 -     前受金 80,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 772,991,977

        航空機 -     預り金 1,245,178,472

        航空機減価償却累計額 -     その他 43,890,595

        その他 845,644,200 負債合計 97,510,734,003

        その他減価償却累計額 -198,482,700 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,062,863   固定資産等形成分 242,636,302,064

      インフラ資産 127,456,371,585   余剰分（不足分） -81,343,388,880

        土地 37,457,191,542   他団体出資等分 184,629,519

        建物 6,366,749,101

        建物減価償却累計額 -434,480,978

        工作物 120,990,881,179

        工作物減価償却累計額 -50,652,604,258

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,728,634,999

      物品 16,061,743,066

      物品減価償却累計額 -9,964,484,948

    無形固定資産 4,446,298,372

      ソフトウェア 413,863,076

      その他 4,032,435,296

    投資その他の資産 7,080,993,150

      投資及び出資金 97,292,770

        有価証券 -

        出資金 97,292,770

        その他 -

      長期延滞債権 882,448,532

      長期貸付金 87,830,000

      基金 6,053,389,848

        減債基金 39,656,185

        その他 6,013,733,663

      その他 15,021,355

      徴収不能引当金 -54,989,355

  流動資産 20,551,582,358

    現金預金 9,620,432,278

    未収金 2,596,636,162

    短期貸付金 -

    基金 4,199,607,716

      財政調整基金 4,199,607,716

      減債基金 -

    棚卸資産 4,184,795,752

    その他 12,454,000

    徴収不能引当金 -62,343,550

  繰延資産 - 純資産合計 161,477,542,703

資産合計 258,988,276,706 負債及び純資産合計 258,988,276,706

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 47,920,944

    その他 901,886,200

純行政コスト 57,114,933,893

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 389,396,897

  臨時利益 949,807,144

  臨時損失 415,585,777

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 26,188,880

    使用料及び手数料 15,953,084,188

    その他 2,602,816,691

純経常行政コスト 57,649,155,260

      社会保障給付 36,527,086,856

      その他 467,493,128

  経常収益 18,555,900,879

        その他 920,313,420

    移転費用 39,510,216,283

      補助金等 2,515,636,299

      その他の業務費用 1,898,665,286

        支払利息 914,114,511

        徴収不能引当金繰入額 64,237,355

        維持補修費 821,368,833

        減価償却費 6,632,632,124

        その他 531,074,143

        その他 2,440,512,393

      物件費等 21,229,696,728

        物件費 13,244,621,628

        職員給与費 10,034,973,634

        賞与等引当金繰入額 775,599,497

        退職手当引当金繰入額 315,392,318

  経常費用 76,205,056,139

    業務費用 36,694,839,856

      人件費 13,566,477,842

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 160,404,017,078 249,197,726,130 -88,982,968,020 189,258,968

  純行政コスト（△） -57,114,933,893 -57,110,304,444 -4,629,449

  財源 61,438,751,082 61,438,751,082 -

    税収等 37,098,975,516 37,098,975,516 -

    国県等補助金 24,339,775,566 24,339,775,566 -

  本年度差額 4,323,817,189 4,328,446,638 -4,629,449

  固定資産等の変動（内部変動） 97,274,923 -97,274,923

    有形固定資産等の増加 5,393,364,549 -5,393,364,549

    有形固定資産等の減少 -6,832,038,938 6,776,303,038

    貸付金・基金等の増加 3,068,107,370 -3,068,107,370

    貸付金・基金等の減少 -1,532,158,058 1,587,893,958

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 863,784,587 863,784,587

  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 2 3 -1 -

  その他 -4,114,076,153 -8,091,254,000 3,977,177,847

  本年度純資産変動額 1,073,525,625 -7,130,194,487 8,208,349,561 -4,629,449

本年度末純資産残高 161,477,542,703 242,067,531,643 -80,774,618,459 184,629,519

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 1,369,101,402

本年度歳計外現金増減額 -127,478,623

本年度末歳計外現金残高 1,241,622,779

本年度末現金預金残高 9,620,432,278

財務活動収支 -4,278,209,247

本年度資金収支額 802,889,054

前年度末資金残高 7,575,920,445

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,378,809,499

    地方債等償還支出 9,167,205,477

    その他の支出 173,762,757

  財務活動収入 5,062,758,987

    地方債等発行収入 3,859,983,987

    その他の収入 1,202,775,000

    資産売却収入 249,204,643

    その他の収入 550,752,612

投資活動収支 -4,239,724,336

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,340,968,234

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,114,199,928

    国県等補助金収入 807,137,531

    基金取崩収入 244,625,142

    貸付金元金回収収入 262,480,000

  投資活動支出 6,353,924,264

    公共施設等整備費支出 4,888,809,772

    基金積立金支出 1,200,084,492

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 265,030,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 389,396,897

  臨時収入 304,200

業務活動収支 9,320,822,637

【投資活動収支】

    税収等収入 35,968,104,450

    国県等補助金収入 23,675,847,332

    使用料及び手数料収入 15,935,503,536

    その他の収入 2,604,113,286

  臨時支出 389,396,897

    移転費用支出 39,510,216,283

      補助金等支出 2,515,636,299

      社会保障給付支出 36,527,086,856

      その他の支出 467,493,128

  業務収入 78,183,568,604

    業務費用支出 28,963,436,987

      人件費支出 13,360,172,229

      物件費等支出 13,794,382,722

      支払利息支出 914,114,511

      その他の支出 894,767,525

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 68,473,653,270


