
【様式第1号】

〈連結会計〉 （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 106,655,581,873   固定負債 45,760,523,540

    有形固定資産 104,336,706,429     地方債等 36,623,080,334

      事業用資産 49,879,048,888     長期未払金 -

        土地 35,793,582,003     退職手当引当金 5,128,948,388

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 32,355,384,663     その他 4,008,494,818

        建物減価償却累計額 -20,130,004,608   流動負債 4,978,264,255

        工作物 4,684,018,722     １年内償還予定地方債等 3,583,565,450

        工作物減価償却累計額 -4,152,982,508     未払金 653,918,592

        船舶 -     未払費用 1,537,151

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,703,607

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 416,296,131

        航空機 -     預り金 216,581,326

        航空機減価償却累計額 -     その他 93,661,998

        その他 6,706 負債合計 50,738,787,795

        その他減価償却累計額 -6,370 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,329,050,280   固定資産等形成分 108,284,032,320

      インフラ資産 53,501,096,753   余剰分（不足分） -46,566,295,014

        土地 4,302,384,862   他団体出資等分 -

        建物 1,117,705,194

        建物減価償却累計額 -621,785,631

        工作物 76,080,193,039

        工作物減価償却累計額 -35,448,365,562

        その他 13,675,589,604

        その他減価償却累計額 -6,123,125,780

        建設仮勘定 518,501,027

      物品 3,608,280,776

      物品減価償却累計額 -2,651,719,988

    無形固定資産 402,669,949

      ソフトウェア 132,544,352

      その他 270,125,597

    投資その他の資産 1,916,205,495

      投資及び出資金 7,432,092

        有価証券 -

        出資金 7,432,092

        その他 -

      長期延滞債権 750,181,904

      長期貸付金 -

      基金 1,262,212,354

        減債基金 63,745,000

        その他 1,198,467,354

      その他 138,318

      徴収不能引当金 -103,759,173

  流動資産 5,800,943,228

    現金預金 3,335,568,795

    未収金 807,494,389

    短期貸付金 -

    基金 1,628,450,447

      財政調整基金 1,628,450,447

      減債基金 -

    棚卸資産 37,424,421

    その他 45,710,044

    徴収不能引当金 -53,704,868

  繰延資産 - 純資産合計 61,717,737,306

資産合計 112,456,525,101 負債及び純資産合計 112,456,525,101

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

〈連結会計〉 （単位：円）

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

  経常費用 46,256,871,547

    業務費用 16,808,883,532

      人件費 6,895,212,095

        職員給与費 5,278,088,985

        賞与等引当金繰入額 413,016,000

        退職手当引当金繰入額 434,049,046

        その他 770,058,064

      物件費等 8,738,962,573

        物件費 5,663,863,132

        維持補修費 283,347,386

        減価償却費 2,749,413,280

        その他 42,338,775

      その他の業務費用 1,174,708,864

        支払利息 677,321,716

        徴収不能引当金繰入額 101,704,786

        その他 395,682,362

    移転費用 29,447,988,015

      補助金等 23,031,671,859

      社会保障給付 6,080,912,815

      その他 335,403,341

  経常収益 4,908,800,157

    使用料及び手数料 4,296,764,803

    その他 612,035,354

純経常行政コスト 41,348,071,390

  臨時損失 34,240,523

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 34,019,418

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 221,105

  臨時利益 888,244

    資産売却益 51,388

    その他 836,856

純行政コスト 41,381,423,669



【様式第3号】

〈連結会計〉 （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 61,709,502,692 108,730,898,904 -47,021,396,212 -

  純行政コスト（△） -41,381,423,669 -41,381,423,669 -

  財源 41,318,662,096 41,318,662,096 -

    税収等 27,903,231,726 27,903,231,726 -

    国県等補助金 13,415,430,370 13,415,430,370 -

  本年度差額 -62,761,573 -62,761,573 -

  固定資産等の変動（内部変動） -523,978,481 523,978,481

    有形固定資産等の増加 2,188,479,327 -2,188,479,327

    有形固定資産等の減少 -2,669,845,375 2,669,845,375

    貸付金・基金等の増加 307,401,551 -307,401,551

    貸付金・基金等の減少 -350,013,984 350,013,984

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 59,895,633 59,895,633

  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 11,100,554 16,538,696 -5,438,142 -

  その他 - 677,568 -677,568

  本年度純資産変動額 8,234,614 -446,866,584 455,101,198 -

本年度末純資産残高 61,717,737,306 108,284,032,320 -46,566,295,014 -

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】

〈連結会計〉 （単位：円）

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 43,297,555,420

    業務費用支出 14,000,008,036

      人件費支出 6,852,343,580

      物件費等支出 6,001,043,867

      支払利息支出 677,624,991

      その他の支出 468,995,598

    移転費用支出 29,297,547,384

      補助金等支出 23,031,671,859

      社会保障給付支出 6,080,912,815

      その他の支出 184,962,710

  業務収入 45,799,684,537

    税収等収入 27,679,054,836

    国県等補助金収入 13,171,190,796

    使用料及び手数料収入 4,345,618,464

    その他の収入 603,820,441

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,502,129,117

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,599,145,171

    公共施設等整備費支出 2,325,124,739

    基金積立金支出 274,020,432

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 643,797,992

    国県等補助金収入 301,166,157

    基金取崩収入 331,205,900

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 10,239,850

    その他の収入 1,186,085

投資活動収支 -1,955,347,179

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,685,692,300

    地方債等償還支出 3,624,220,759

    その他の支出 61,471,541

  財務活動収入 3,496,144,253

    地方債等発行収入 3,472,618,269

    その他の収入 23,525,984

前年度末歳計外現金残高 87,008,827

本年度歳計外現金増減額 -16,358,119

本年度末歳計外現金残高 70,650,708

本年度末現金預金残高 3,335,568,795

財務活動収支 -189,548,047

本年度資金収支額 357,233,891

前年度末資金残高 2,908,574,858

比例連結割合変更に伴う差額 -890,662

本年度末資金残高 3,264,918,087


