
【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 142,568,065,407   固定負債 39,956,333,675

    有形固定資産 130,863,509,526     地方債等 28,621,346,402

      事業用資産 62,234,020,287     長期未払金 1,017,182,645

        土地 22,914,891,254     退職手当引当金 7,166,708,774

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 66,000,000

        建物 82,665,289,813     その他 3,085,095,854

        建物減価償却累計額 -47,770,025,132   流動負債 5,200,512,148

        工作物 7,312,697,331     １年内償還予定地方債等 3,943,012,385

        工作物減価償却累計額 -3,265,014,579     未払金 671,018,732

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 51,699,807

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 404,600,000

        航空機 -     預り金 125,565,511

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,615,713

        その他 - 負債合計 45,156,845,823

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,354,000   固定資産等形成分 145,711,708,531

      インフラ資産 67,614,673,478   余剰分（不足分） -34,531,807,862

        土地 11,090,077,251   他団体出資等分 1,220,937

        建物 1,555,465,097

        建物減価償却累計額 -967,367,930

        工作物 105,205,689,787

        工作物減価償却累計額 -57,779,742,043

        その他 2,569,714,415

        その他減価償却累計額 -1,751,005,470

        建設仮勘定 7,691,842,371

      物品 4,210,199,321

      物品減価償却累計額 -3,195,383,560

    無形固定資産 4,145,365

      ソフトウェア 3,640,690

      その他 504,675

    投資その他の資産 11,700,410,516

      投資及び出資金 206,416,500

        有価証券 -

        出資金 206,416,500

        その他 -

      長期延滞債権 1,661,803,885

      長期貸付金 1,054,950,750

      基金 8,851,712,765

        減債基金 311,590,555

        その他 8,540,122,210

      その他 90,529,250

      徴収不能引当金 -165,002,634

  流動資産 13,769,902,022

    現金預金 9,589,868,713

    未収金 909,742,337

    短期貸付金 105,556,900

    基金 3,038,086,224

      財政調整基金 3,038,086,224

      減債基金 -

    棚卸資産 176,849,249

    その他 23,252,839

    徴収不能引当金 -73,454,240

  繰延資産 - 純資産合計 111,181,121,606

資産合計 156,337,967,429 負債及び純資産合計 156,337,967,429

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 1,836,051

    その他 44,006,854

純行政コスト 56,981,177,336

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 138,715,182

  臨時利益 45,842,905

  臨時損失 1,339,041,128

    災害復旧事業費 1,172,408,222

    資産除売却損 27,917,724

    使用料及び手数料 2,086,210,424

    その他 3,019,293,680

純経常行政コスト 55,687,979,113

      社会保障給付 6,144,811,278

      その他 191,007,138

  経常収益 5,105,504,104

        その他 704,375,120

    移転費用 37,291,472,076

      補助金等 30,955,653,660

      その他の業務費用 1,146,558,464

        支払利息 284,475,858

        徴収不能引当金繰入額 157,707,486

        維持補修費 1,482,018,291

        減価償却費 4,558,676,356

        その他 44,319,626

        その他 1,869,524,342

      物件費等 12,928,187,977

        物件費 6,843,173,704

        職員給与費 474,323,767

        賞与等引当金繰入額 402,374,591

        退職手当引当金繰入額 6,681,042,000

  経常費用 60,793,483,217

    業務費用 23,502,011,141

      人件費 9,427,264,700

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 108,770,626,008 145,703,959,842 -36,934,761,479 1,427,645

  純行政コスト（△） -56,981,177,336 -56,980,872,176 -305,160

  財源 59,376,616,724 59,376,518,272 98,452

    税収等 40,692,638,273 40,692,539,821 98,452

    国県等補助金 18,683,978,451 18,683,978,451 -

  本年度差額 2,395,439,388 2,395,646,096 -206,708

  固定資産等の変動（内部変動） -7,307,522 7,307,522

    有形固定資産等の増加 5,574,872,492 -5,574,872,492

    有形固定資産等の減少 -6,954,480,515 6,954,480,515

    貸付金・基金等の増加 4,941,555,388 -4,941,555,388

    貸付金・基金等の減少 -3,569,254,887 3,569,254,887

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,056,214 15,056,214

  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 -4 -3 -1 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,410,495,598 7,748,689 2,402,953,617 -206,708

本年度末純資産残高 111,181,121,606 145,711,708,531 -34,531,807,862 1,220,937

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 86,947,723

本年度歳計外現金増減額 -5,592,318

本年度末歳計外現金残高 81,355,405

本年度末現金預金残高 9,589,868,713

財務活動収支 -453,093,928

本年度資金収支額 1,986,437,804

前年度末資金残高 7,522,075,504

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 9,508,513,308

    地方債等償還支出 3,554,728,328

    その他の支出 9,934,240

  財務活動収入 3,111,568,640

    地方債等発行収入 3,107,500,000

    その他の収入 4,068,640

    資産売却収入 1,257,402

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,418,606,443

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,564,662,568

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,175,029,972

    国県等補助金収入 748,725,996

    基金取崩収入 68,324,774

    貸付金元金回収収入 2,356,721,800

  投資活動支出 6,593,636,415

    公共施設等整備費支出 2,706,143,019

    基金積立金支出 1,493,476,396

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,394,017,000

    災害復旧事業費支出 1,172,408,222

    その他の支出 49,678,459

  臨時収入 733,621,672

業務活動収支 5,858,138,175

【投資活動収支】

    税収等収入 40,572,489,431

    国県等補助金収入 17,300,544,898

    使用料及び手数料収入 2,047,784,485

    その他の収入 3,004,753,631

  臨時支出 1,222,086,681

    移転費用支出 37,276,840,998

      補助金等支出 30,955,653,660

      社会保障給付支出 6,144,811,278

      その他の支出 176,376,060

  業務収入 62,925,572,445

    業務費用支出 19,302,128,263

      人件費支出 9,618,840,682

      物件費等支出 8,624,081,292

      支払利息支出 284,222,626

      その他の支出 774,983,663

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 56,578,969,261


