
【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 11,836,324,261   固定負債 4,654,717,446

    有形固定資産 9,833,082,334     地方債等 4,505,471,193

      事業用資産 6,430,566,771     長期未払金 -

        土地 963,680,775     退職手当引当金 149,246,253

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 759,495,662

        建物 17,409,345,288     １年内償還予定地方債等 662,922,884

        建物減価償却累計額 -11,996,567,292     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 46,958,400     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 59,884,026

        船舶 -     預り金 36,688,752

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,414,213,108

        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 12,781,164,261

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,908,393,069

        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 7,149,600

      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 464,030,708

      物品減価償却累計額 -354,995,308

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,770,609

      ソフトウェア 30,770,609

      その他 -

    投資その他の資産 1,972,471,318

      投資及び出資金 124,196,497

        有価証券 96,095,497

        出資金 28,101,000

        その他 -

      長期延滞債権 101,299,418

      長期貸付金 -

      基金 1,751,893,818

        減債基金 -

        その他 1,751,893,818

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,918,415

  流動資産 1,450,660,039

    現金預金 491,167,333

    未収金 15,299,900

    短期貸付金 -

    基金 944,840,000

      財政調整基金 900,000,000

      減債基金 44,840,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -647,194

  繰延資産 - 純資産合計 7,872,771,192

資産合計 13,286,984,300 負債及び純資産合計 13,286,984,300

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）

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 7,245,324,081

    業務費用 2,969,445,459

      人件費 1,018,364,555

        職員給与費 773,573,218

        賞与等引当金繰入額 59,884,026

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 184,907,311

      物件費等 1,828,436,092

        物件費 938,377,319

        維持補修費 356,591,379

        減価償却費 533,467,394

        その他 -

      その他の業務費用 122,644,812

        支払利息 40,466,002

        徴収不能引当金繰入額 4,893,114

        その他 77,285,696

    移転費用 4,275,878,622

      補助金等 3,498,573,012

      社会保障給付 484,565,620

      その他 4,924,990

  経常収益 259,253,384

    使用料及び手数料 95,915,839

    その他 163,337,545

純経常行政コスト 6,986,070,697

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 39,003,060

    資産売却益 39,003,060

    その他 -

純行政コスト 6,947,067,637



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 7,672,974,437 12,793,476,376 -5,120,501,939 -

  純行政コスト（△） -6,947,067,637 -6,947,067,637 -

  財源 7,120,296,032 7,120,296,032 -

    税収等 5,249,583,128 5,249,583,128 -

    国県等補助金 1,870,712,904 1,870,712,904 -

  本年度差額 173,228,395 173,228,395 -

  固定資産等の変動（内部変動） -34,108,010 34,108,010

    有形固定資産等の増加 338,390,384 -338,390,384

    有形固定資産等の減少 -533,467,394 533,467,394

    貸付金・基金等の増加 195,569,000 -195,569,000

    貸付金・基金等の減少 -34,600,000 34,600,000

  資産評価差額 -256,500 -256,500

  無償所管換等 6,808,860 6,808,860

  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 - - - -

  その他 20,016,000 15,243,535 4,772,465

  本年度純資産変動額 199,796,755 -12,312,115 212,108,870 -

本年度末純資産残高 7,872,771,192 12,781,164,261 -4,908,393,069 -

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：全体会計 （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 6,706,789,322

    業務費用支出 2,430,910,700

      人件費支出 1,018,295,642

      物件費等支出 1,294,968,698

      支払利息支出 40,466,002

      その他の支出 77,180,358

    移転費用支出 4,275,878,622

      補助金等支出 3,498,573,012

      社会保障給付支出 484,565,620

      その他の支出 4,924,990

  業務収入 7,179,507,349

    税収等収入 5,249,838,061

    国県等補助金収入 1,670,415,904

    使用料及び手数料収入 95,915,839

    その他の収入 163,337,545

  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 472,718,027

【投資活動収支】

  投資活動支出 572,199,384

    公共施設等整備費支出 338,390,384

    基金積立金支出 211,799,000

    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 -

  投資活動収入 293,900,060

    国県等補助金収入 200,297,000

    基金取崩収入 32,600,000

    貸付金元金回収収入 22,000,000

    資産売却収入 39,003,060

    その他の収入 -

投資活動収支 -278,299,324

【財務活動収支】

  財務活動支出 712,715,094

    地方債等償還支出 712,715,094

    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 1,006,322

本年度末歳計外現金残高 36,688,752

本年度末現金預金残高 491,167,333

財務活動収支 -147,415,094

本年度資金収支額 47,003,609

前年度末資金残高 407,474,972

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 454,478,581


