
【連結会計】 【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 47,384,687,686   固定負債 16,135,529,727

    有形固定資産 43,439,560,029     地方債等 13,625,691,590

      事業用資産 21,429,446,178     長期未払金 23,575,747

        土地 4,777,175,788     退職手当引当金 2,472,800,868

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

        建物 34,372,297,069     その他 13,461,522

        建物減価償却累計額 -19,552,573,352   流動負債 2,544,979,968

        工作物 1,043,101,579     １年内償還予定地方債等 2,256,922,683

        工作物減価償却累計額 -453,957,587     未払金 55,689,058

        船舶 -     未払費用 1,330,867

        船舶減価償却累計額 -     前受金 518,505

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 150,508,885

        航空機 -     預り金 76,519,463

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,490,507

        その他 1,031,230,000 負債合計 18,680,509,695

        その他減価償却累計額 -75,870,000 【純資産の部】

        建設仮勘定 101,873,287   固定資産等形成分 50,290,683,222

      インフラ資産 21,552,616,036   余剰分（不足分） -17,233,581,107

        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 2,505,254,860

      物品減価償却累計額 -2,047,757,045

    無形固定資産 21,285,168

      ソフトウェア 20,167,611

      その他 1,117,557

    投資その他の資産 3,923,842,489

      投資及び出資金 -92,773,092

        有価証券 3,846,908

        出資金 -96,620,000

        その他 -

      投資損失引当金 -14,679,617

      長期延滞債権 155,160,451

      長期貸付金 144,576,406

      基金 3,743,652,633

        減債基金 -

        その他 3,743,652,633

      その他 196,430

      徴収不能引当金 -12,290,722

  流動資産 4,352,924,124

    現金預金 1,294,612,507

    未収金 134,767,085

    短期貸付金 -

    基金 2,905,995,536

      財政調整基金 2,205,408,536

      減債基金 700,587,000

    棚卸資産 20,874,172

    その他 419,083

    徴収不能引当金 -3,744,259

  繰延資産 - 純資産合計 33,057,102,115

資産合計 51,737,611,810 負債及び純資産合計 51,737,611,810

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【連結会計】 【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 8,007,822

    その他 25,713,540

純行政コスト 20,968,327,394

    損失補償等引当金繰入額 14,679,617

    その他 26,839,070

  臨時利益 33,721,362

  臨時損失 3,415,427,049

    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 857,759,901

    その他 419,473,732

純経常行政コスト 17,586,621,707

      社会保障給付 3,716,847,153

      その他 40,901,014

  経常収益 1,277,233,633

        その他 194,287,037

    移転費用 10,387,394,799

      補助金等 6,629,646,632

      その他の業務費用 381,569,036

        支払利息 184,127,769

        徴収不能引当金繰入額 3,154,230

        維持補修費 642,203,387

        減価償却費 1,766,988,872

        その他 18,753,397

        その他 166,864,122

      物件費等 5,480,509,887

        物件費 3,052,564,231

        職員給与費 2,436,187,179

        賞与等引当金繰入額 51,749,607

        退職手当引当金繰入額 -40,419,290

  経常費用 18,863,855,340

    業務費用 8,476,460,541

      人件費 2,614,381,618

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



【連結会計】 【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 27,082,119,476 45,059,207,262 -18,044,187,786 67,100,000

  純行政コスト（△） -20,968,327,394 -20,968,327,394 -

  財源 17,878,325,421 17,878,325,421 -

    税収等 12,653,593,120 12,653,593,120 -

    国県等補助金 5,224,732,301 5,224,732,301 -

  本年度差額 -3,090,001,973 -3,090,001,973 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,537,698,915 3,537,698,915

    有形固定資産等の増加 5,131,578,717 -5,131,578,717

    有形固定資産等の減少 -9,144,294,039 9,144,294,039

    貸付金・基金等の増加 510,173,295 -510,173,295

    貸付金・基金等の減少 -35,156,888 35,156,888

  資産評価差額 -9,817 -9,817

  無償所管換等 8,974,447,981 8,974,447,981

  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 71 55,339,517 -55,339,446 -

  その他 -2,020,935 - -2,020,935

  本年度純資産変動額 5,882,415,327 5,492,078,766 390,336,561 -

本年度末純資産残高 33,057,102,115 50,290,683,222 -17,233,581,107 -

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



【連結会計】 【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 18,179,005

本年度末歳計外現金残高 72,511,109

本年度末現金預金残高 1,294,612,507

財務活動収支 -610,019,806

本年度資金収支額 -62,048,516

前年度末資金残高 1,283,620,592

比例連結割合変更に伴う差額 529,322

本年度末資金残高 1,222,101,398

    地方債等償還支出 1,767,005,349

    その他の支出 4,114,457

  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 60,884,979

投資活動収支 -1,257,013,811

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,771,119,806

    その他の支出 -

  投資活動収入 333,943,982

    国県等補助金収入 91,700,000

    基金取崩収入 17,022,645

    貸付金元金回収収入 155,218,073

  投資活動支出 1,590,957,793

    公共施設等整備費支出 1,100,577,458

    基金積立金支出 344,540,335

    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 1,804,985,101

【投資活動収支】

    税収等収入 12,566,451,021

    国県等補助金収入 5,111,101,134

    使用料及び手数料収入 542,230,824

    その他の収入 727,974,556

  臨時支出 -

    移転費用支出 10,389,458,873

      補助金等支出 6,631,710,706

      社会保障給付支出 3,716,847,153

      その他の支出 40,901,014

  業務収入 18,947,757,535

    業務費用支出 6,765,864,561

      人件費支出 2,680,052,440

      物件費等支出 3,726,340,564

      支払利息支出 184,127,324

      その他の支出 175,344,233

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 17,155,323,434
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