
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 66,108,130,845   固定負債 22,237,293,606

    有形固定資産 60,882,616,948     地方債等 17,749,571,043

      事業用資産 18,445,510,349     長期未払金 -

        土地 4,513,909,748     退職手当引当金 2,174,364,694

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 446,497,350     その他 2,313,357,869

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,829,470,374

        建物 32,296,888,469     １年内償還予定地方債等 1,994,682,102

        建物減価償却累計額 -19,698,622,966     未払金 586,577,441

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,413,760,792     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,565,127,964     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 195,398,873

        船舶 -     預り金 29,846,271

        船舶減価償却累計額 -     その他 22,965,687

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 25,066,763,980

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 68,655,813,648

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,589,081,022

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 38,204,920

      インフラ資産 40,761,294,848

        土地 213,369,891

        土地減損損失累計額 -

        建物 518,710,059

        建物減価償却累計額 -297,749,743

        建物減損損失累計額 -

        工作物 81,645,215,256

        工作物減価償却累計額 -41,378,525,167

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 60,274,552

      物品 6,067,024,877

      物品減価償却累計額 -4,391,213,126

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,031,832,000

      ソフトウェア 3,672,000

      その他 1,028,160,000

    投資その他の資産 4,193,681,897

      投資及び出資金 138,057,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 -

      投資損失引当金 -39,500,000

      長期延滞債権 68,274,847

      長期貸付金 256,879,973

      基金 3,775,099,074

        減債基金 -

        その他 3,775,099,074

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,128,997

  流動資産 6,959,838,301

    現金預金 3,634,418,025

    未収金 756,510,954

    短期貸付金 23,725,000

    基金 2,523,957,803

      財政調整基金 2,475,235,864

      減債基金 48,721,939

    棚卸資産 22,730,124

    その他 200,000

    徴収不能引当金 -1,703,605

  繰延資産 65,527,460 純資産合計 48,066,732,626

資産合計 73,133,496,606 負債及び純資産合計 73,133,496,606

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    その他 8,327,237

純行政コスト 14,116,319,596

    その他 86,129

  臨時利益 10,762,635

    資産売却益 2,435,398

    資産除売却損 207,896,614

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 13,919,099,488

  臨時損失 207,982,743

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,378,335,843

    使用料及び手数料 3,913,982,660

    その他 464,353,183

      社会保障給付 714,053,633

      他会計への繰出金 481,121,041

      その他 22,619,275

        その他 208,882,026

    移転費用 7,799,175,504

      補助金等 6,581,381,555

      その他の業務費用 494,363,971

        支払利息 278,649,343

        徴収不能引当金繰入額 6,832,602

        維持補修費 467,712,424

        減価償却費 2,500,602,672

        その他 2,833,271

        その他 650,435,921

      物件費等 6,182,268,842

        物件費 3,211,120,475

        職員給与費 2,763,521,493

        賞与等引当金繰入額 196,257,454

        退職手当引当金繰入額 211,412,146

  経常費用 18,297,435,331

    業務費用 10,498,259,827

      人件費 3,821,627,014

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4号】

会計：全体会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,604,571,754

前年度末歳計外現金残高 32,190,366

本年度歳計外現金増減額 -2,344,095

本年度末歳計外現金残高 29,846,271

本年度末現金預金残高 3,634,418,025

    その他の収入 -

財務活動収支 -394,563,721

本年度資金収支額 -213,075,666

前年度末資金残高 3,817,647,420

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 2,103,763,721

    地方債等償還支出 2,103,763,721

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,709,200,000

    地方債等発行収入 1,709,200,000

    貸付金元金回収収入 131,632,300

    資産売却収入 123,470,327

    その他の収入 1,777,852

投資活動収支 -1,612,714,142

【財務活動収支】

    貸付金支出 155,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,193,378,138

    国県等補助金収入 561,644,236

    基金取崩収入 374,853,423

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,806,092,280

    公共施設等整備費支出 1,926,821,709

    基金積立金支出 724,270,571

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 86,129

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 86,129

  臨時収入 8,327,237

業務活動収支 1,794,202,197

  業務収入 17,412,651,415

    税収等収入 10,601,610,526

    国県等補助金収入 2,572,109,355

    使用料及び手数料収入 3,778,343,311

    その他の収入 460,588,223

    移転費用支出 7,797,937,504

      補助金等支出 6,581,381,555

      社会保障給付支出 714,053,633

      他会計への繰出支出 481,121,041

      その他の支出 21,381,275

    業務費用支出 7,828,752,822

      人件費支出 3,853,191,199

      物件費等支出 3,526,587,275

      支払利息支出 278,649,343

      その他の支出 170,325,005

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 15,626,690,326


