
【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 12,441,178,879   固定負債 4,760,289,757

    有形固定資産 10,328,830,815     地方債等 4,550,147,193

      事業用資産 6,764,487,725     長期未払金 -

        土地 1,055,738,775     退職手当引当金 165,800,564

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 44,342,000

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 825,056,207

        建物 17,969,761,688     １年内償還予定地方債等 682,301,884

        建物減価償却累計額 -12,319,593,439     未払金 29,247,419

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,067,044

        工作物 117,547,497     前受金 569,500

        工作物減価償却累計額 -66,180,396     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 69,478,026

        船舶 -     預り金 37,156,334

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,236,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,585,345,964

        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 13,437,696,741

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,794,216,564

        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 62,000

        その他減価償却累計額 -50,000

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 7,201,600

      インフラ資産 3,293,480,163

        土地 912,448,090

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 11,331,961,355

        工作物減価償却累計額 -8,950,929,282

        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 -

      物品 1,411,612,974

      物品減価償却累計額 -1,140,750,047

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 31,405,289

      ソフトウェア 31,404,289

      その他 1,000

    投資その他の資産 2,080,942,775

      投資及び出資金 60,865,497

        有価証券 32,000,497

        出資金 28,865,000

        その他 -

      長期延滞債権 101,331,110

      長期貸付金 -

      基金 1,769,318,818

        減債基金 -

        その他 1,769,318,818

      その他 154,348,319

      徴収不能引当金 -4,920,969

  流動資産 1,787,647,262

    現金預金 736,838,688

    未収金 22,395,016

    短期貸付金 -

    基金 996,517,862

      財政調整基金 951,677,862

      減債基金 44,840,000

    棚卸資産 28,425,331

    その他 4,154,358

    徴収不能引当金 -683,993

  繰延資産 - 純資産合計 8,643,480,177

資産合計 14,228,826,141 負債及び純資産合計 14,228,826,141

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）

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 9,709,054,993

    業務費用 3,919,865,216

      人件費 1,342,404,645

        職員給与費 1,056,902,864

        賞与等引当金繰入額 69,478,026

        退職手当引当金繰入額 828,748

        その他 215,195,007

      物件費等 2,401,933,947

        物件費 1,436,690,669

        維持補修費 379,069,723

        減価償却費 585,778,593

        その他 394,962

      その他の業務費用 175,526,624

        支払利息 41,000,002

        徴収不能引当金繰入額 4,900,668

        その他 129,625,954

    移転費用 5,789,189,777

      補助金等 3,183,620,566

      社会保障給付 2,304,650,750

      その他 13,103,461

  経常収益 882,565,022

    使用料及び手数料 108,914,839

    その他 773,650,183

純経常行政コスト 8,826,489,971

  臨時損失 1,702,779

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 15,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,687,779

  臨時利益 43,061,572

    資産売却益 39,007,060

    その他 4,054,512

純行政コスト 8,785,131,178



【様式第3号】

会計：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 8,488,878,383 13,526,992,866 -5,038,114,483 -

  純行政コスト（△） -8,785,131,178 -8,785,131,178 -

  財源 9,003,277,613 9,003,277,613 -

    税収等 6,329,874,439 6,329,874,439 -

    国県等補助金 2,673,403,174 2,673,403,174 -

  本年度差額 218,146,435 218,146,435 -

  固定資産等の変動（内部変動） -20,909,352 20,909,352

    有形固定資産等の増加 373,850,739 -373,850,739

    有形固定資産等の減少 -584,811,349 584,811,349

    貸付金・基金等の増加 230,714,050 -230,714,050

    貸付金・基金等の減少 -40,662,792 40,662,792

  資産評価差額 -256,500 -256,500

  無償所管換等 5,816,860 5,816,860

  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 -1 - -1 -

  その他 -69,105,000 -73,947,133 4,842,133

  本年度純資産変動額 154,601,794 -89,296,125 243,897,919 -

本年度末純資産残高 8,643,480,177 13,437,696,741 -4,794,216,564 -

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】

会計：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 9,127,295,050

    業務費用支出 3,337,766,473

      人件費支出 1,347,332,737

      物件費等支出 1,811,659,369

      支払利息支出 41,000,002

      その他の支出 137,774,365

    移転費用支出 5,789,528,577

      補助金等支出 3,183,621,566

      社会保障給付支出 2,304,650,750

      その他の支出 13,441,261

  業務収入 9,642,860,305

    税収等収入 6,330,129,372

    国県等補助金収入 2,481,593,174

    使用料及び手数料収入 108,915,839

    その他の収入 722,221,920

  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 515,565,255

【投資活動収支】

  投資活動支出 614,929,171

    公共施設等整備費支出 372,141,208

    基金積立金支出 220,158,000

    投資及び出資金支出 10,000

    貸付金支出 22,000,000

    その他の支出 619,963

  投資活動収入 313,982,060

    国県等補助金収入 206,673,000

    基金取崩収入 46,302,000

    貸付金元金回収収入 22,000,000

    資産売却収入 39,007,060

    その他の収入 -

投資活動収支 -300,947,111

【財務活動収支】

  財務活動支出 731,707,094

    地方債等償還支出 731,707,094

    その他の支出 -

  財務活動収入 565,300,000

    地方債等発行収入 565,300,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 35,682,430

本年度歳計外現金増減額 1,006,988

本年度末歳計外現金残高 36,689,418

本年度末現金預金残高 736,838,688

財務活動収支 -166,407,094

本年度資金収支額 48,211,050

前年度末資金残高 651,938,220

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 700,149,270


