
【様式第1号】

会計：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 67,201,783,956   固定負債 22,249,839,679

    有形固定資産 61,933,624,859     地方債等 17,749,571,043

      事業用資産 19,225,690,885     長期未払金 -

        土地 4,553,652,511     退職手当引当金 2,186,910,767

        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 2,993,421,246

        建物 33,526,791,952     １年内償還予定地方債等 2,133,421,937

        建物減価償却累計額 -20,305,042,630     未払金 597,834,587

        建物減損損失累計額 -     未払費用 8,212,793

        工作物 3,867,717,691     前受金 1,512,645

        工作物減価償却累計額 -2,902,130,909     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 197,250,326

        船舶 -     預り金 32,223,271

        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 25,243,260,925

        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 69,772,730,879

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,618,194,837

        航空機 -   他団体出資等分 -12,086,336

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 48,672

        その他減価償却累計額 -48,672

        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 7,621,318,370

      物品減価償却累計額 -5,674,679,244

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,033,408,848

      ソフトウェア 3,672,000

      その他 1,029,736,848

    投資その他の資産 4,234,750,249

      投資及び出資金 93,566,000

        有価証券 -

        出資金 93,566,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 68,331,114

      長期貸付金 196,879,973

      基金 3,880,395,539

        減債基金 -

        その他 3,880,395,539

      その他 715,000

      徴収不能引当金 -5,137,377

  流動資産 7,118,399,215

    現金預金 3,743,908,593

    未収金 764,575,817

    短期貸付金 18,725,000

    基金 2,552,221,923

      財政調整基金 2,503,499,984

      減債基金 48,721,939

    棚卸資産 29,407,536

    その他 11,272,575

    徴収不能引当金 -1,712,229

  繰延資産 65,527,460 純資産合計 49,142,449,706

資産合計 74,385,710,631 負債及び純資産合計 74,385,710,631

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    その他 11,759,789

純行政コスト 17,206,765,265

    その他 341,129

  臨時利益 14,195,187

    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 17,012,722,709

  臨時損失 208,237,743

    災害復旧事業費 -

  経常収益 4,698,776,225

    使用料及び手数料 3,916,203,660

    その他 782,572,565

      社会保障給付 714,062,553

      他会計への繰出金 481,121,041

      その他 3,368,631,910

        その他 266,178,933

    移転費用 10,484,592,343

      補助金等 5,920,776,839

      その他の業務費用 553,760,546

        支払利息 280,736,363

        徴収不能引当金繰入額 6,845,250

        維持補修費 472,770,534

        減価償却費 2,651,481,119

        その他 2,947,347

        その他 672,778,487

      物件費等 6,718,022,196

        物件費 3,590,823,196

        職員給与費 2,872,824,309

        賞与等引当金繰入額 198,108,907

        退職手当引当金繰入額 211,412,146

  経常費用 21,711,498,934

    業務費用 11,226,906,591

      人件費 3,955,123,849

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：連結会計 （単位：円）

本年度末資金残高 3,713,318,132

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 -1,599,905

本年度末歳計外現金残高 30,590,461

本年度末現金預金残高 3,743,908,593

    その他の収入 -

財務活動収支 -587,074,474

本年度資金収支額 -220,628,631

前年度末資金残高 3,935,708,443

比例連結割合変更に伴う差額 -1,761,680

  財務活動支出 2,296,274,474

    地方債等償還支出 2,296,274,474

    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 126,632,300

    資産売却収入 123,470,327

    その他の収入 1,777,852

投資活動収支 -1,632,562,319

【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 1,193,284,138

    国県等補助金収入 561,644,236

    基金取崩収入 379,759,423

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,825,846,457

    公共施設等整備費支出 1,926,821,709

    基金積立金支出 744,024,748

    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 1,999,008,162

  業務収入 20,979,209,669

    税収等収入 12,063,777,344

    国県等補助金収入 4,358,345,561

    使用料及び手数料収入 3,780,564,311

    その他の収入 776,522,453

    移転費用支出 10,578,097,635

      補助金等支出 6,015,530,431

      社会保障給付支出 714,062,553

      他会計への繰出支出 481,121,041

      その他の支出 3,367,383,610

    業務費用支出 8,410,344,980

      人件費支出 3,989,068,459

      物件費等支出 3,913,454,053

      支払利息支出 280,736,363

      その他の支出 227,086,105

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 18,988,442,615


