
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      22,997,191,900 　固定負債       5,154,289,967

　　有形固定資産      22,183,259,356 　　地方債       4,028,689,163

　　　事業用資産       6,795,438,916 　　長期未払金                  －

　　　　土地         521,680,658 　　退職手当引当金         942,034,093

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,702,529,492 　　その他         183,566,711

　　　　建物減価償却累計額     △7,567,572,630 　流動負債         760,351,832

　　　　工作物         238,480,867 　　１年内償還予定地方債         670,011,148

　　　　工作物減価償却累計額       △119,011,471 　　未払金           3,814,641

　　　　船舶             202,115 　　未払費用           9,595,422

　　　　船舶減価償却累計額           △202,115 　　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          49,785,356

　　　　航空機                  － 　　預り金          25,095,008

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           2,050,257

　　　　その他                  － 負債合計       5,914,641,799

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          19,332,000 　固定資産等形成分      23,878,708,747

　　　インフラ資産      15,158,068,811 　余剰分（不足分）     △5,729,467,994

　　　　土地          39,234,223 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,223,262,899

　　　　建物減価償却累計額       △719,724,536

　　　　工作物      39,214,558,986

　　　　工作物減価償却累計額    △24,999,229,961

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         399,967,200

　　　物品       1,020,296,614

　　　物品減価償却累計額       △790,544,985

　　無形固定資産          94,261,175

　　　ソフトウェア          21,493,253

　　　その他          72,767,922

　　投資その他の資産         719,671,369

　　　投資及び出資金           2,445,199

　　　　有価証券              55,000

　　　　出資金           2,389,641

　　　　その他                 558

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,138,882

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         510,245,327

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         510,245,327

　　　その他         201,326,927

　　　徴収不能引当金         △2,484,966

　流動資産       1,066,690,652

　　現金預金         171,639,280

　　未収金           9,934,055

　　短期貸付金                  －

　　基金         881,516,797

　　　財政調整基金         680,770,569

　　　減債基金         200,746,228

　　棚卸資産           3,600,520

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      18,149,240,753

資産合計      24,063,882,552 負債・純資産合計      24,063,882,552

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                  5,710,044,158

　業務費用                  3,372,312,748

　　人件費                    722,954,306

　　　職員給与費                    625,062,433

　　　賞与等引当金繰入額                     49,785,356

　　　退職手当引当金繰入額                      3,199,464

　　　その他                     44,907,053

　　物件費等                  2,543,083,491

　　　物件費                  1,119,825,325

　　　維持補修費                    129,614,146

　　　減価償却費                  1,218,956,802

　　　その他                     74,687,218

　　その他の業務費用                    106,274,951

　　　支払利息                     59,161,861

　　　徴収不能引当金繰入額                      2,484,966

　　　その他                     44,628,124

　移転費用                  2,337,731,410

　　補助金等                  2,142,238,950

　　社会保障給付                    189,990,067

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      5,502,393

経常収益                    848,351,845

　使用料及び手数料                    239,948,282

　その他                    608,403,563

純経常行政コスト                  4,861,692,313

臨時損失                      1,885,130

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                      1,885,130

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                        603,108

　資産売却益                        289,709

　その他                        313,399

純行政コスト                  4,862,974,335

連結行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額



－ －18,397,527,830前年度末純資産残高 －

－-4,862,974,335　純行政コスト（△） －

－4,525,131,123　財源 －

－3,270,991,352　　税収等 －

－1,254,139,771　　国県等補助金 －

－-337,843,212　本年度差額 －

－ －　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 －

－0　資産評価差額

－－　無償所管換等

0　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －6,102　その他

－ －-248,287,077　本年度純資産変動額 －

－ －18,149,240,753本年度末純資産残高 －

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

連結純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

連結

至 平成29年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,633,004,397

　　業務費用支出                  1,801,700,010

　　　人件費支出                    586,788,545

　　　物件費等支出                  1,150,615,106

　　　支払利息支出                     58,311,646

　　　その他の支出                      5,984,713

　　移転費用支出                  1,831,304,387

　　　補助金等支出                  1,636,206,148

　　　社会保障給付支出                    189,990,067

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      5,108,172

　業務収入                  4,445,308,943

　　税収等収入                  2,912,552,824

　　国県等補助金収入                    968,939,869

　　使用料及び手数料収入                    204,393,997

　　その他の収入                    359,422,253

　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                    812,304,546

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    597,131,450

　　公共施設等整備費支出                    432,405,864

　　基金積立金支出                    162,943,586

　　投資及び出資金支出                      1,782,000

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     93,584,746

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                     92,573,446

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      1,011,300

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △503,546,704

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    688,060,568

　　地方債償還支出                    680,920,690

　　その他の支出                      7,139,878

　財務活動収入                    363,969,000

　　地方債発行収入                    363,969,000

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △324,091,568

本年度資金収支額                   △15,333,726

前年度末資金残高                     92,010,511

本年度末資金残高                     76,676,785

前年度末歳計外現金残高                     23,861,927

本年度歳計外現金増減額                        132,614

本年度末歳計外現金残高                     23,994,541

本年度末現金預金残高                    171,639,280

連結資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額


