
【全体会計】 【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 43,904,640,325   固定負債 14,681,320,430

    有形固定資産 40,292,220,266     地方債等 13,258,153,429

      事業用資産 18,436,608,467     長期未払金 -

        土地 4,374,508,921     退職手当引当金 1,423,167,001

        立木竹 186,169,394     損失補償等引当金 -

        建物 31,990,511,182     その他 -

        建物減価償却累計額 -18,729,253,137   流動負債 2,323,852,119

        工作物 959,342,801     １年内償還予定地方債等 2,140,003,962

        工作物減価償却累計額 -420,285,274     未払金 -

        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 113,350,296

        航空機 -     預り金 70,497,861

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,005,172,549

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 75,614,580   固定資産等形成分 46,677,749,325

      インフラ資産 21,552,616,036   余剰分（不足分） -12,468,945,626

        土地 3,166,499,052   他団体出資等分 -

        建物 1,149,110,630

        建物減価償却累計額 -548,058,980

        工作物 57,339,711,157

        工作物減価償却累計額 -39,627,338,803

        その他 4,178,000

        その他減価償却累計額 -628,900

        建設仮勘定 69,143,880

      物品 2,036,207,981

      物品減価償却累計額 -1,733,212,218

    無形固定資産 5,283,360

      ソフトウェア 5,283,360

      その他 -

    投資その他の資産 3,607,136,699

      投資及び出資金 215,226,908

        有価証券 3,846,908

        出資金 211,380,000

        その他 -

　　　投資損失引当金 -14,679,617

      長期延滞債権 148,642,212

      長期貸付金 144,576,406

      基金 3,122,189,541

        減債基金 -

        その他 3,122,189,541

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,818,751

  流動資産 7,309,335,923

    現金預金 4,448,545,007

    未収金 91,393,565

    短期貸付金 -

    基金 2,773,109,000

      財政調整基金 2,072,522,000

      減債基金 700,587,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,711,649

  繰延資産 - 純資産合計 34,208,803,699

資産合計 51,213,976,248 負債及び純資産合計 51,213,976,248

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【全体会計】 【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 8,007,822

    その他 -

純行政コスト 13,615,445,278

    損失補償等引当金繰入額 14,679,617

    その他 -

  臨時利益 8,007,822

  臨時損失 3,388,587,979

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,373,908,362

    使用料及び手数料 548,205,307

    その他 218,734,224

純経常行政コスト 10,234,865,121

      社会保障給付 991,547,893

      その他 6,797,587

  経常収益 766,939,531

        その他 50,704,270

    移転費用 4,378,427,894

      補助金等 3,380,082,414

      その他の業務費用 230,721,793

        支払利息 180,335,264

        徴収不能引当金繰入額 -317,741

        維持補修費 630,075,449

        減価償却費 1,654,974,431

        その他 15,299,090

        その他 93,229,014

      物件費等 4,540,087,084

        物件費 2,239,738,114

        職員給与費 1,802,794,208

        賞与等引当金繰入額 14,912,018

        退職手当引当金繰入額 -58,367,359

  経常費用 11,001,804,652

    業務費用 6,623,376,758

      人件費 1,852,567,881

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



【全体会計】 【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 26,513,251,319 41,554,782,958 -15,041,531,639 -

  純行政コスト（△） -13,615,445,278 -13,615,445,278 -

  財源 12,374,142,775 12,374,142,775 -

    税収等 9,826,421,590 9,826,421,590 -

    国県等補助金 2,547,721,185 2,547,721,185 -

  本年度差額 -1,241,302,503 -1,241,302,503 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,813,888,516 3,813,888,516

    有形固定資産等の増加 5,038,915,423 -5,038,915,423

    有形固定資産等の減少 -9,005,141,866 9,005,141,866

    貸付金・基金等の増加 176,147,000 -176,147,000

    貸付金・基金等の減少 -23,809,073 23,809,073

  資産評価差額 -9,817 -9,817

  無償所管換等 8,936,864,700 8,936,864,700

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 7,695,552,380 5,122,966,367 2,572,586,013 -

本年度末純資産残高 34,208,803,699 46,677,749,325 -12,468,945,626 -

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



【全体会計】 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 54,332,104

本年度歳計外現金増減額 16,165,757

本年度末歳計外現金残高 70,497,861

本年度末現金預金残高 4,448,545,007

財務活動収支 -531,323,967

本年度資金収支額 1,896,761,716

前年度末資金残高 2,481,285,430

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,378,047,146

    地方債等償還支出 1,692,423,967

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,161,100,000

    地方債等発行収入 1,161,100,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,118,285

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,188,250,319

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,692,423,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 259,036,358

    国県等補助金収入 91,700,000

    基金取崩収入 3,000,000

    貸付金元金回収収入 155,218,073

  投資活動支出 1,447,286,677

    公共施設等整備費支出 1,037,944,410

    基金積立金支出 263,502,267

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 145,840,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 12,551,000

業務活動収支 3,616,336,002

【投資活動収支】

    税収等収入 9,823,311,686

    国県等補助金収入 2,429,772,307

    使用料及び手数料収入 533,066,893

    その他の収入 205,042,978

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,378,427,894

      補助金等支出 3,380,082,414

      社会保障給付支出 991,547,893

      その他の支出 6,797,587

  業務収入 12,991,193,864

    業務費用支出 5,008,980,968

      人件費支出 1,896,023,222

      物件費等支出 2,897,491,912

      支払利息支出 180,334,819

      その他の支出 35,131,015

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 9,387,408,862
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