
【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 747,636,512,542   固定負債 394,868,803,269

    有形固定資産 720,986,611,192     地方債等 260,849,748,539

      事業用資産 237,415,324,648     長期未払金 -

        土地 93,555,927,529     退職手当引当金 28,796,413,220

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

        建物 281,720,719,830     その他 105,222,641,510

        建物減価償却累計額 -156,895,316,599   流動負債 32,152,193,753

        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 4,088,556,284

        船舶 -     未払費用 465,007

        船舶減価償却累計額 -     前受金 20,877,180

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 2,320,668,473

        航空機 -     預り金 1,670,856,537

        航空機減価償却累計額 -     その他 52,353,574

        その他 38,157,842 負債合計 427,020,997,022

        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 762,811,253,612

      インフラ資産 472,105,009,461   余剰分（不足分） -400,468,263,539

        土地 50,354,731,262   他団体出資等分 262,519,277

        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 57,436,736,675

      物品減価償却累計額 -45,970,459,592

    無形固定資産 128,403,142

      ソフトウェア 19,258,305

      その他 109,144,837

    投資その他の資産 26,521,498,208

      投資及び出資金 7,183,618,918

        有価証券 4,304,126,845

        出資金 2,879,492,073

        その他 -

      長期延滞債権 3,284,327,109

      長期貸付金 9,486,612,819

      基金 9,355,400,767

        減債基金 1,568,688,590

        その他 7,786,712,177

      その他 167,394,520

      徴収不能引当金 -519,520,155

  流動資産 41,989,993,830

    現金預金 14,855,694,875

    未収金 4,725,183,932

    短期貸付金 1,240,124,552

    基金 13,934,616,518

      財政調整基金 13,934,616,518

      減債基金 -

    棚卸資産 7,312,079,888

    その他 1,364,599

    徴収不能引当金 -79,070,534

  繰延資産 - 純資産合計 362,605,509,350

資産合計 789,626,506,372 負債及び純資産合計 789,626,506,372

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 287,450,202

純行政コスト 273,174,156,855

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,475,863,857

  臨時利益 426,513,368

  臨時損失 6,154,402,818

    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 25,871,756,468

純経常行政コスト 267,446,267,405

      社会保障給付 32,431,289,993

      その他 136,400,509

  経常収益 46,464,582,746

        その他 12,767,647,095

    移転費用 186,042,556,301

      補助金等 146,333,705,026

      その他の業務費用 16,528,008,010

        支払利息 3,219,274,117

        徴収不能引当金繰入額 541,086,798

        維持補修費 2,034,375,044

        減価償却費 24,259,319,993

        その他 6,762,678,827

        その他 6,548,961,742

      物件費等 71,071,877,421

        物件費 38,015,503,557

        職員給与費 28,484,901,298

        賞与等引当金繰入額 2,239,051,978

        退職手当引当金繰入額 2,995,493,401

  経常費用 313,910,850,151

    業務費用 127,868,293,850

      人件費 40,268,408,419

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 360,938,903,004 730,480,531,767 -369,803,825,355 262,196,592

  純行政コスト（△） -273,174,156,855 -273,111,979,218 -62,177,637

  財源 265,383,963,673 265,321,463,351 62,500,322

    税収等 182,069,096,261 182,069,096,261 -

    国県等補助金 83,314,867,412 83,252,367,090 62,500,322

  本年度差額 -7,790,193,182 -7,790,515,867 322,685

  固定資産等の変動（内部変動） 22,873,922,317 -22,873,922,317

    有形固定資産等の増加 60,077,608,229 -60,077,608,229

    有形固定資産等の減少 -35,963,214,285 35,963,214,285

    貸付金・基金等の増加 10,939,582,232 -10,939,582,232

    貸付金・基金等の減少 -12,180,053,859 12,180,053,859

  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 1,666,606,346 32,330,721,845 -30,664,438,184 322,685

本年度末純資産残高 362,605,509,350 762,811,253,612 -400,468,263,539 262,519,277

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 1,659,449,027

本年度歳計外現金増減額 38,098,079

本年度末歳計外現金残高 1,697,547,106

本年度末現金預金残高 14,855,694,875

財務活動収支 13,401,754,741

本年度資金収支額 -2,037,509,765

前年度末資金残高 15,195,657,534

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 13,158,147,769

    地方債等償還支出 22,664,713,280

    その他の支出 1,951,529

  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 233,506,811

    その他の収入 410,485,810

投資活動収支 -30,877,231,772

【財務活動収支】

  財務活動支出 22,666,664,809

    その他の支出 -

  投資活動収入 13,535,433,874

    国県等補助金収入 4,583,574,949

    基金取崩収入 7,583,644,546

    貸付金元金回収収入 724,221,758

  投資活動支出 44,412,665,646

    公共施設等整備費支出 35,818,385,643

    基金積立金支出 4,508,812,737

    投資及び出資金支出 3,757,378,066

    貸付金支出 328,089,200

    災害復旧事業費支出 82,317,840

    その他の支出 149,023,565

  臨時収入 339,825,998

業務活動収支 15,437,967,266

【投資活動収支】

    税収等収入 168,573,982,499

    国県等補助金収入 80,462,035,551

    使用料及び手数料収入 20,563,323,765

    その他の収入 34,562,314,111

  臨時支出 231,341,405

    移転費用支出 186,042,556,301

      補助金等支出 146,333,705,026

      社会保障給付支出 32,431,289,993

      その他の支出 136,400,509

  業務収入 304,161,655,926

    業務費用支出 102,789,616,952

      人件費支出 39,774,460,808

      物件費等支出 46,918,047,042

      支払利息支出 3,257,540,238

      その他の支出 12,839,568,864

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 288,832,173,253


