
会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 41,806,203,957      　固定負債 17,615,582,059      
　　有形固定資産 38,739,296,205      　　地方債 15,313,682,418      
　　　事業用資産 14,126,681,946      　　長期未払金 -                        
　　　　土地 4,556,778,644       　　退職手当引当金 1,215,800,558       
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 19,446,449,037      　　その他 1,086,099,083       
　　　　建物減価償却累計額 -10,231,638,785    　流動負債 1,632,996,658       
　　　　工作物 1,007,735,996       　　1年内償還予定地方債 1,259,972,403       
　　　　工作物減価償却累計額 -703,846,708        　　未払金 161,637,687          
　　　　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 155,898,648          
　　　　航空機 -                        　　預り金 52,126,515           

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 3,361,405             
　　　　その他 -                        負債合計 19,248,578,717      
　　　　その他減価償却累計額 -                        【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 51,203,762           　固定資産等形成分 42,707,948,607      
　　　インフラ資産 23,873,039,600      　余剰分（不足分） -17,256,188,529    
　　　　土地 1,570,073,806       　他団体出資等分 7,716,621             
　　　　建物 3,688,031,526       
　　　　建物減価償却累計額 -1,096,879,606      
　　　　工作物 38,899,325,410      
　　　　工作物減価償却累計額 -19,209,173,895    
　　　　その他 148,850               
　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 21,513,509           
　　　物品 2,632,557,362       
　　　物品減価償却累計額 -1,892,982,703      

　　無形固定資産 1,388,856             
　　　ソフトウェア 1,388,856             
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 3,065,518,896       
　　　投資及び出資金 49,781,823           
　　　　有価証券 10,000                 
　　　　出資金 49,771,823           
　　　　その他 -                        
　　　投資損失引当金 -                        
　　　長期延滞債権 159,296,816          

　　　長期貸付金 17,261,792           
　　　基金 2,840,560,612       

　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 2,840,560,612       

　　　その他 4,000,000             
　　　徴収不能引当金 -5,382,147           

　流動資産 2,901,851,459       
　　現金預金 1,579,342,731       
　　未収金 397,652,709          
　　短期貸付金 -                        
　　基金 901,744,650          
　　　財政調整基金 795,448,503          
　　　減債基金 106,296,147          
　　棚卸資産 24,466,727           
　　その他 196,577               
　　徴収不能引当金 -1,551,935           純資産合計 25,459,476,699      

資産合計 44,708,055,416      負債及び純資産合計 44,708,055,416      

連結貸借対照表
平成29年3月31日現在



会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 14,152,625,212

　　業務費用 6,940,843,324

　　　人件費 2,570,247,060

　　　　職員給与費 2,252,182,335

　　　　賞与等引当金繰入額 155,410,141

　　　　退職手当引当金繰入額 0

　　　　その他 162,654,584

　　　物件費等 3,894,272,022

　　　　物件費 2,154,834,870

　　　　維持補修費 263,012,486

　　　　減価償却費 1,463,490,173

　　　　その他 12,934,493

　　　その他の業務費用 476,324,242

　　　　支払利息 273,201,367

　　　　徴収不能引当金繰入額 6,263,671

　　　　その他 196,859,204

　　移転費用 7,211,781,888

　　　補助金等 6,497,654,850

　　　社会保障給付 678,603,785

　　　他会計への繰出金 0

　　　その他 35,523,253

　経常収益 2,850,942,649

　　使用料及び手数料 2,160,494,881

　　その他 690,447,768

純経常行政コスト 11,301,682,563

　臨時損失 95,792,668

　　災害復旧事業費 0

　　資産除売却損 92,792,668

　　投資損失引当金繰入額 0

　　損失補償等引当金繰入額 0

　　その他 3,000,000

　臨時利益 19,512,350

　　資産売却益 19,512,350

　　その他 0

純行政コスト 11,377,962,881

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



会計：連結会計 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 25,660,104,398 43,561,211,705 -17,905,790,045 4,682,738

　純行政コスト（△） -11,377,962,881 -11,380,996,764 3,033,883

　財源 11,187,011,152 11,187,011,152 0

　　税収等 7,689,806,559 7,689,806,559 0

　　国県等補助金 3,497,204,593 3,497,204,593 0

　本年度差額 -190,951,729 -193,985,612 3,033,883

　固定資産等の変動（内部変動） -843,587,129 843,587,129

　　有形固定資産等の増加 757,232,655 -757,232,655 

　　有形固定資産等の減少 -1,570,396,516 1,570,396,516

　　貸付金・基金等の増加 733,620,886 -733,620,886 

　　貸付金・基金等の減少 -764,044,154 764,044,154

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 113,762,031 113,762,031

　他団体出資等分の増加 0 0

　他団体出資等分の減少 0 0

　比例連結割合変更に伴う差額 0 0 0 0

　その他 -123,438,001 -123,438,000 -1 0

　本年度純資産変動額 -200,627,699 -853,263,098 649,601,516 3,033,883

本年度末純資産残高 25,459,476,699 42,707,948,607 -17,256,188,529 7,716,621

他団体出資等分

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



会計：連結会計 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 12,667,273,718
　　業務費用支出 5,454,928,530
　　　人件費支出 2,567,670,829
　　　物件費等支出 2,438,027,088
　　　支払利息支出 273,201,367
　　　その他の支出 176,029,246
　　移転費用支出 7,212,345,188
　　　補助金等支出 6,497,654,850
　　　社会保障給付支出 678,603,785
　　　他会計への繰出支出 0
　　　その他の支出 36,086,553
　業務収入 13,414,964,838
　　税収等収入 7,521,039,905
　　国県等補助金収入 3,134,671,907
　　使用料及び手数料収入 2,121,266,039
　　その他の収入 637,986,987
　臨時支出 0
　　災害復旧事業費支出 0
　　その他の支出 0
　臨時収入 110,097,356
業務活動収支 857,788,476
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,065,334,080
　　公共施設等整備費支出 757,487,951
　　基金積立金支出 289,885,129
　　投資及び出資金支出 0
　　貸付金支出 17,961,000
　　その他の支出 0
　投資活動収入 795,599,320
　　国県等補助金収入 316,139,405
　　基金取崩収入 422,468,670
　　貸付金元金回収収入 11,756,266
　　資産売却収入 21,215,767
　　その他の収入 24,019,212
投資活動収支 -269,734,760 
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,228,203,790
　　地方債償還支出 1,226,630,462
　　その他の支出 1,573,328
　財務活動収入 730,514,925
　　地方債発行収入 712,184,500
　　その他の収入 18,330,425
財務活動収支 -497,688,865 
本年度資金収支額 90,364,851
前年度末資金残高 1,446,170,759
比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 1,536,535,610

前年度末歳計外現金残高 39,106,730
本年度歳計外現金増減額 3,700,391
比例連結割合変更に伴う差額 0
本年度末歳計外現金残高 42,807,121

本年度末現金預金残高 1,579,342,731

科目 金額

連結資金収支計算書

至  平成29年3月31日
自  平成28年4月1日  


