
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 136,316,239,410 固定負債 58,370,010,826

有形固定資産 131,163,184,549 地方債等 32,282,162,176
事業用資産 28,324,878,652 長期未払金 -

土地 13,817,860,770 退職手当引当金 2,679,725,972
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 38,886,573,646 その他 23,408,122,678
建物減価償却累計額 △ 24,662,885,628 流動負債 4,263,672,948
工作物 1,194,641,277 1年内償還予定地方債等 3,154,728,021
工作物減価償却累計額 △ 949,743,016 未払金 460,107,837
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7,913,205
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 212,572,637
航空機 - 預り金 411,527,329
航空機減価償却累計額 - その他 16,823,919
その他 103,000 62,633,683,774
その他減価償却累計額 △ 83,000 【純資産の部】
建設仮勘定 38,411,603 固定資産等形成分 141,264,390,666

インフラ資産 99,747,483,855 余剰分（不足分） △ 56,598,951,032
土地 20,345,004,078
建物 3,194,199,467
建物減価償却累計額 △ 759,151,527
工作物 127,617,423,078
工作物減価償却累計額 △ 50,737,072,575
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 87,081,334

物品 8,266,546,017
物品減価償却累計額 △ 5,175,723,975

無形固定資産 1,878,306,247
ソフトウェア 36,638,162
その他 1,841,668,085

投資その他の資産 3,274,748,614
投資及び出資金 603,379,100

有価証券 575,713,000
出資金 11,900,800
その他 15,765,300

投資損失引当金 -
長期延滞債権 482,169,694
長期貸付金 230,000
基金 1,944,458,500

減債基金 -
その他 1,944,458,500

その他 331,699,000
徴収不能引当金 △ 87,187,680

流動資産 10,982,883,998
現金預金 5,619,475,301
未収金 411,993,003
短期貸付金 -
基金 4,948,151,256

財政調整基金 4,561,419,386
減債基金 386,731,870

棚卸資産 5,725,971
その他 3,463,500
徴収不能引当金 △ 5,925,033

繰延資産 - 84,665,439,634
147,299,123,408 147,299,123,408

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 34,528,554,949
業務費用 14,765,115,444
人件費 3,220,418,658
職員給与費 2,627,386,974
賞与等引当金繰入額 217,720,783
退職手当引当金繰入額 214,116,448
その他 161,194,453

物件費等 10,592,899,852
物件費 5,969,133,500
維持補修費 374,834,328
減価償却費 4,246,521,373
その他 2,410,651

その他の業務費用 951,796,934
支払利息 587,494,799
徴収不能引当金繰入額 42,287,118
その他 322,015,017

移転費用 19,763,439,505
補助金等 10,924,705,547
社会保障給付 8,557,816,773
他会計への繰出金 -
その他 280,917,185

経常収益 3,094,151,029
使用料及び手数料 2,192,784,971
その他 901,366,058

純経常行政コスト 31,434,403,920
臨時損失 71,591,165
災害復旧事業費 -
資産除売却損 65,847,592
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 5,743,573

臨時利益 2,934,265
資産売却益 1,137,155
その他 1,797,110

純行政コスト 31,503,060,820

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 84,781,250,456 142,900,465,845 △ 58,119,215,389

純行政コスト（△） 31,503,060,820 △ 31,503,060,820

財源 31,299,813,932 31,299,813,932

税収等 22,399,540,885 22,399,540,885

国県等補助金 8,900,273,047 8,900,273,047

本年度差額 △ 203,246,888 △ 203,246,888

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 △ 281,500

無償所管換等 82,352,566

その他 5,365,000

本年度純資産変動額 △ 115,810,822 △ 1,636,075,179 1,520,264,357

本年度末純資産残高 84,665,439,634 141,264,390,666 △ 56,598,951,032

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

省 略



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 30,023,978,464
業務費用支出 10,260,033,959
人件費支出 3,011,358,404
物件費等支出 6,351,350,283
支払利息支出 587,494,799
その他の支出 309,830,473

移転費用支出 19,763,944,505
補助金等支出 10,924,706,547
社会保障給付支出 8,557,816,773
他会計への繰出支出 0
その他の支出 281,421,185

業務収入 33,159,054,399
税収等収入 21,915,023,840
国県等補助金収入 8,294,252,555
使用料及び手数料収入 2,190,245,197
その他の収入 759,532,807

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 3,135,075,935
【投資活動収支】
投資活動支出 3,815,633,352
公共施設等整備費支出 1,888,762,885
基金積立金支出 1,591,633,467
投資及び出資金支出 100,037,000
貸付金支出 235,200,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,022,521,789
国県等補助金収入 379,459,352
基金取崩収入 833,088,233
貸付金元金回収収入 235,200,000
資産売却収入 405,102,324
その他の収入 169,671,880

投資活動収支 △ 1,793,111,563
【財務活動収支】
財務活動支出 3,075,330,122
地方債償還支出 3,075,330,122
その他の支出 -

財務活動収入 1,676,455,200
地方債発行収入 1,676,455,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,398,874,922
△ 56,910,550
5,264,858,522
5,207,947,972

前年度末歳計外現金残高 391,845,942
本年度歳計外現金増減額 19,681,387
本年度末歳計外現金残高 411,527,329
本年度末現金預金残高 5,619,475,301

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


