
【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 746,798,803,836   固定負債 386,567,740,326

    有形固定資産 720,969,687,152     地方債等 252,747,231,074

      事業用資産 237,414,409,855     長期未払金 -

        土地 93,555,927,529     退職手当引当金 28,599,011,136

        立木竹 582,071,000     損失補償等引当金 -

        建物 281,719,644,487     その他 105,221,498,116

        建物減価償却累計額 -156,895,156,049   流動負債 31,571,264,609

        工作物 13,647,018,752     １年内償還予定地方債等 23,998,416,698

        工作物減価償却累計額 -9,979,202,545     未払金 3,596,810,055

        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 2,300,912,157

        航空機 -     預り金 1,665,275,699

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,850,000

        その他 38,157,842 負債合計 418,139,004,935

        その他減価償却累計額 -34,406,846 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,780,355,685   固定資産等形成分 759,959,379,174

      インフラ資産 472,105,009,461   余剰分（不足分） -400,695,285,438

        土地 50,354,731,262   他団体出資等分 -

        建物 15,880,324,367

        建物減価償却累計額 -5,116,195,112

        工作物 637,101,958,565

        工作物減価償却累計額 -258,451,763,431

        その他 37,240,445,480

        その他減価償却累計額 -15,404,645,383

        建設仮勘定 10,500,153,713

      物品 57,367,783,099

      物品減価償却累計額 -45,917,515,263

    無形固定資産 122,377,649

      ソフトウェア 13,786,151

      その他 108,591,498

    投資その他の資産 25,706,739,035

      投資及び出資金 7,083,009,405

        有価証券 3,794,032,500

        出資金 3,288,976,905

        その他 -

      長期延滞債権 3,284,327,109

      長期貸付金 9,504,612,819

      基金 8,623,681,031

        減債基金 1,568,688,590

        その他 7,054,992,441

      その他 166,964,596

      徴収不能引当金 -519,520,155

  流動資産 30,604,294,835

    現金預金 12,707,351,464

    未収金 4,559,799,233

    短期貸付金 170,665,820

    基金 12,989,909,518

      財政調整基金 12,989,909,518

      減債基金 -

    棚卸資産 253,479,583

    その他 800,000

    徴収不能引当金 -77,710,783

  繰延資産 - 純資産合計 359,264,093,736

資産合計 777,403,098,671 負債及び純資産合計 777,403,098,671

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 139,063,166

    その他 285,820,698

純行政コスト 230,428,171,764

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,472,463,046

  臨時利益 424,883,864

  臨時損失 6,151,002,007

    災害復旧事業費 82,317,840

    資産除売却損 159,885,351

    使用料及び手数料 20,592,826,278

    その他 17,560,548,734

純経常行政コスト 224,702,053,621

      社会保障給付 32,431,289,993

      その他 119,629,058

  経常収益 38,153,375,012

        その他 11,561,471,657

    移転費用 144,827,043,357

      補助金等 105,134,963,533

      その他の業務費用 15,321,825,231

        支払利息 3,219,266,776

        徴収不能引当金繰入額 541,086,798

        維持補修費 1,947,316,417

        減価償却費 24,241,731,923

        その他 22,403,639

        その他 6,390,895,949

      物件費等 63,227,567,293

        物件費 37,016,115,314

        職員給与費 27,910,213,366

        賞与等引当金繰入額 2,219,295,662

        退職手当引当金繰入額 2,958,587,775

  経常費用 262,855,428,633

    業務費用 118,028,385,276

      人件費 39,478,992,752

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 357,568,362,078 727,722,649,372 -370,154,287,294 -

  純行政コスト（△） -230,428,171,764 -230,428,171,764 -

  財源 222,667,103,894 222,667,103,894 -

    税収等 161,343,341,597 161,343,341,597 -

    国県等補助金 61,323,762,297 61,323,762,297 -

  本年度差額 -7,761,067,870 -7,761,067,870 -

  固定資産等の変動（内部変動） 22,779,930,274 -22,779,930,274

    有形固定資産等の増加 60,076,402,101 -60,076,402,101

    有形固定資産等の減少 -35,946,570,727 35,946,570,727

    貸付金・基金等の増加 10,920,154,062 -10,920,154,062

    貸付金・基金等の減少 -12,270,055,162 12,270,055,162

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,456,799,528 9,456,799,528

  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 1,695,731,658 32,236,729,802 -30,540,998,144 -

本年度末純資産残高 359,264,093,736 759,959,379,174 -400,695,285,438 -

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 1,631,211,109

本年度歳計外現金増減額 34,064,590

本年度末歳計外現金残高 1,665,275,699

本年度末現金預金残高 12,707,351,464

財務活動収支 13,418,686,114

本年度資金収支額 -2,987,843,622

前年度末資金残高 14,029,919,387

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 11,042,075,765

    地方債等償還支出 22,649,733,436

    その他の支出 -

  財務活動収入 36,068,419,550

    地方債等発行収入 35,834,054,000

    その他の収入 234,365,550

    資産売却収入 222,403,017

    その他の収入 410,485,810

投資活動収支 -31,840,155,218

【財務活動収支】

  財務活動支出 22,649,733,436

    その他の支出 -

  投資活動収入 13,611,248,786

    国県等補助金収入 4,583,574,949

    基金取崩収入 6,601,104,520

    貸付金元金回収収入 1,793,680,490

  投資活動支出 45,451,404,004

    公共施設等整備費支出 36,887,190,724

    基金積立金支出 4,470,218,080

    投資及び出資金支出 3,747,906,000

    貸付金支出 346,089,200

    災害復旧事業費支出 82,317,840

    その他の支出 146,127,054

  臨時収入 339,825,998

業務活動収支 15,433,625,482

【投資活動収支】

    税収等収入 156,687,517,463

    国県等補助金収入 58,477,179,406

    使用料及び手数料収入 20,563,323,765

    その他の収入 17,411,804,707

  臨時支出 228,444,894

    移転費用支出 144,827,043,357

      補助金等支出 105,134,963,533

      社会保障給付支出 32,431,289,993

      その他の支出 119,629,058

  業務収入 253,139,825,341

    業務費用支出 92,990,537,606

      人件費支出 39,048,669,293

      物件費等支出 39,134,269,416

      支払利息支出 3,257,540,238

      その他の支出 11,550,058,659

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 237,817,580,963


