
【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 101,652,516,107   固定負債 29,316,780,112

    有形固定資産 95,304,576,296     地方債等 22,863,259,324

      事業用資産 53,795,730,517     長期未払金 398,132,375

        土地 30,040,288,611     退職手当引当金 1,910,429,489

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,839,079,285     その他 4,144,958,924

        建物減価償却累計額 -27,278,946,726   流動負債 3,556,726,597

        工作物 1,372,061,858     １年内償還予定地方債等 2,821,407,641

        工作物減価償却累計額 -758,535,231     未払金 67,082,901

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 266,874

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 373,723,712

        航空機 -     預り金 287,514,197

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,731,272

        その他 - 負債合計 32,873,506,709

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 581,782,720   固定資産等形成分 108,324,200,231

      インフラ資産 41,068,047,738   余剰分（不足分） -29,265,404,105

        土地 347,916,030   他団体出資等分 -

        建物 341,958,676

        建物減価償却累計額 -187,768,048

        工作物 106,700,886,819

        工作物減価償却累計額 -66,961,105,228

        その他 1,952,927,518

        その他減価償却累計額 -1,232,299,964

        建設仮勘定 105,531,935

      物品 2,427,273,307

      物品減価償却累計額 -1,986,475,266

    無形固定資産 2,717,445

      ソフトウェア 1,583,689

      その他 1,133,756

    投資その他の資産 6,345,222,366

      投資及び出資金 124,709,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 121,309,000

        その他 -

      長期延滞債権 965,762,487

      長期貸付金 139,550,076

      基金 5,450,723,246

        減債基金 178,318,887

        その他 5,272,404,359

      その他 49,034,497

      徴収不能引当金 -384,556,940

  流動資産 10,279,784,885

    現金預金 2,905,967,509

    未収金 1,090,810,243

    短期貸付金 -

    基金 6,671,684,124

      財政調整基金 6,671,684,124

      減債基金 -

    棚卸資産 6,510,703

    その他 36,960

    徴収不能引当金 -395,224,654

  繰延資産 1,843 純資産合計 79,058,796,126

資産合計 111,932,302,835 負債及び純資産合計 111,932,302,835

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 41,203,639,631

    業務費用 13,577,831,480

      人件費 4,908,131,134

        職員給与費 3,853,009,268

        賞与等引当金繰入額 50,670,754

        退職手当引当金繰入額 17,094,445

        その他 987,356,667

      物件費等 7,886,014,459

        物件費 4,093,462,719

        維持補修費 216,303,946

        減価償却費 3,511,505,251

        その他 64,742,543

      その他の業務費用 783,685,887

        支払利息 283,497,980

        徴収不能引当金繰入額 230,295,449

        その他 269,892,458

    移転費用 27,625,808,151

      補助金等 15,277,162,330

      社会保障給付 10,768,634,017

      その他 425,624,620

  経常収益 5,361,743,494

    使用料及び手数料 910,121,655

    その他 4,451,621,839

純経常行政コスト 35,841,896,137

  臨時損失 5,385,769

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,544,734

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,841,035

  臨時利益 5,484,008

    資産売却益 5,482,960

    その他 1,048

純行政コスト 35,841,797,898



【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 78,547,602,198 109,958,631,351 -31,411,029,153 -

  純行政コスト（△） -35,841,797,898 -35,841,797,898 -

  財源 36,340,695,610 36,340,695,610 -

    税収等 27,306,418,762 27,306,418,762 -

    国県等補助金 9,034,276,848 9,034,276,848 -

  本年度差額 498,897,712 498,897,712 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,636,931,876 1,636,931,876

    有形固定資産等の増加 1,608,895,970 -1,608,895,970

    有形固定資産等の減少 -3,645,237,999 3,645,237,999

    貸付金・基金等の増加 2,654,728,862 -2,654,728,862

    貸付金・基金等の減少 -2,255,318,709 2,255,318,709

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,296,223 12,296,223

  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 -7 18,198 -18,205 -

  その他 - -9,813,665 9,813,665

  本年度純資産変動額 511,193,928 -1,634,431,120 2,145,625,048 -

本年度末純資産残高 79,058,796,126 108,324,200,231 -29,265,404,105 -

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 37,509,940,953

    業務費用支出 9,788,992,579

      人件費支出 4,913,876,041

      物件費等支出 4,339,929,083

      支払利息支出 283,497,981

      その他の支出 251,689,474

    移転費用支出 27,720,948,374

      補助金等支出 15,371,040,084

      社会保障給付支出 10,768,634,017

      その他の支出 426,887,089

  業務収入 40,778,792,793

    税収等収入 23,949,216,430

    国県等補助金収入 11,582,630,243

    使用料及び手数料収入 897,727,592

    その他の収入 4,349,218,528

  臨時支出 2,841,035

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,841,035

  臨時収入 1,048

業務活動収支 3,266,011,853

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,765,483,590

    公共施設等整備費支出 1,594,818,139

    基金積立金支出 2,167,665,451

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,737,115,823

    国県等補助金収入 286,587,719

    基金取崩収入 1,439,616,452

    貸付金元金回収収入 3,898,268

    資産売却収入 6,988,443

    その他の収入 24,941

投資活動収支 -2,028,367,767

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,021,345,914

    地方債等償還支出 3,021,228,155

    その他の支出 117,759

  財務活動収入 1,756,858,618

    地方債等発行収入 1,756,848,067

    その他の収入 10,551

前年度末歳計外現金残高 240,996,063

本年度歳計外現金増減額 10,513,282

本年度末歳計外現金残高 251,509,345

本年度末現金預金残高 2,905,967,509

財務活動収支 -1,264,487,296

本年度資金収支額 -26,843,210

前年度末資金残高 2,681,301,374

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,654,458,164


