
【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 29,373,266,014   固定負債 6,306,462,522

    有形固定資産 25,958,447,275     地方債等 4,964,080,737

      事業用資産 8,120,213,512     長期未払金 444,292,012

        土地 909,762,041     退職手当引当金 789,050,624

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,827,760,198     その他 109,039,149

        建物減価償却累計額 -6,104,534,544   流動負債 774,415,011

        工作物 44,024,826     １年内償還予定地方債等 692,173,150

        工作物減価償却累計額 -21,835,483     未払金 25,907,590

        船舶 -     未払費用 3,430,300

        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 40,498,063

        航空機 -     預り金 12,268,781

        航空機減価償却累計額 -     その他 137,127

        その他 9,539,024 負債合計 7,080,877,533

        その他減価償却累計額 -9,727,934 【純資産の部】

        建設仮勘定 465,225,384   固定資産等形成分 31,435,004,741

      インフラ資産 17,570,423,347   余剰分（不足分） -6,822,938,860

        土地 9,305,890   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 42,016,100,713

        工作物減価償却累計額 -24,467,238,456

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,255,200

      物品 815,315,006

      物品減価償却累計額 -547,504,590

    無形固定資産 22,429,782

      ソフトウェア 22,315,882

      その他 113,900

    投資その他の資産 3,392,388,957

      投資及び出資金 88,018,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 85,834,000

        その他 -

      長期延滞債権 133,407,777

      長期貸付金 -

      基金 3,193,524,475

        減債基金 64,542,784

        その他 3,128,981,691

      その他 530,012

      徴収不能引当金 -23,091,307

  流動資産 2,319,675,316

    現金預金 201,542,406

    未収金 16,249,153

    短期貸付金 -

    基金 2,061,738,727

      財政調整基金 2,061,738,727

      減債基金 -

    棚卸資産 25,474,437

    その他 15,664,442

    徴収不能引当金 -993,849

  繰延資産 2,084 純資産合計 24,612,065,881

資産合計 31,692,943,414 負債及び純資産合計 31,692,943,414

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 7,740,131,428

    業務費用 5,009,182,627

      人件費 1,044,279,457

        職員給与費 691,723,074

        賞与等引当金繰入額 40,498,063

        退職手当引当金繰入額 40,177,470

        その他 271,880,850

      物件費等 3,887,776,220

        物件費 2,594,197,260

        維持補修費 119,956,758

        減価償却費 1,162,927,063

        その他 10,695,139

      その他の業務費用 77,126,950

        支払利息 44,094,239

        徴収不能引当金繰入額 5,104,711

        その他 27,928,000

    移転費用 2,730,948,801

      補助金等 1,209,072,144

      社会保障給付 1,337,619,515

      その他 12,617,408

  経常収益 891,815,185

    使用料及び手数料 302,111,307

    その他 589,703,878

純経常行政コスト 6,848,316,243

  臨時損失 442,700,052

    災害復旧事業費 442,673,167

    資産除売却損 1

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 26,884

  臨時利益 1,006,000

    資産売却益 -

    その他 1,006,000

純行政コスト 7,290,010,295



【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 23,311,833,394 29,508,286,958 -6,196,453,564 -

  純行政コスト（△） -7,290,010,295 -7,290,010,295 -

  財源 7,473,680,449 7,473,680,449 -

    税収等 6,018,784,191 6,018,784,191 -

    国県等補助金 1,454,896,258 1,454,896,258 -

  本年度差額 183,670,154 183,670,154 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,019,268,644 -1,019,268,644

    有形固定資産等の増加 667,099,642 -667,099,642

    有形固定資産等の減少 -1,162,162,166 1,162,162,166

    貸付金・基金等の増加 1,731,749,223 -1,731,749,223

    貸付金・基金等の減少 -217,418,055 217,418,055

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 1,116,562,335 902,187,979 214,374,356 -

  その他 -2 5,261,160 -5,261,162

  本年度純資産変動額 1,300,232,487 1,926,717,783 -626,485,296 -

本年度末純資産残高 24,612,065,881 31,435,004,741 -6,822,938,860 -

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 5,691,692,771

    業務費用支出 3,857,518,723

      人件費支出 1,063,026,307

      物件費等支出 2,730,504,423

      支払利息支出 44,094,239

      その他の支出 19,893,754

    移転費用支出 1,834,174,048

      補助金等支出 1,205,584,702

      社会保障給付支出 444,332,204

      その他の支出 12,617,408

  業務収入 8,020,892,993

    税収等収入 6,084,209,068

    国県等補助金収入 1,045,769,494

    使用料及び手数料収入 302,412,278

    その他の収入 588,502,153

  臨時支出 442,673,167

    災害復旧事業費支出 442,673,167

    その他の支出 -

  臨時収入 260,559,000

業務活動収支 2,147,086,055

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,407,831,841

    公共施設等整備費支出 665,877,800

    基金積立金支出 1,726,954,041

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 301,447,498

    国県等補助金収入 149,143,446

    基金取崩収入 137,304,026

    貸付金元金回収収入 15,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 26

投資活動収支 -2,106,384,343

【財務活動収支】

  財務活動支出 706,803,634

    地方債等償還支出 704,897,225

    その他の支出 1,906,409

  財務活動収入 624,727,443

    地方債等発行収入 624,727,443

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 8,525,427

本年度歳計外現金増減額 1,628,679

本年度末歳計外現金残高 10,154,106

本年度末現金預金残高 201,542,406

財務活動収支 -82,076,191

本年度資金収支額 -41,374,479

前年度末資金残高 207,051,396

比例連結割合変更に伴う差額 25,711,383

本年度末資金残高 191,388,300


