
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,426,283,787,101 固定負債 258,561,576,688

有形固定資産 1,394,565,502,121 地方債等 222,519,899,412
事業用資産 449,200,831,095 長期未払金 8,174,013,526

土地 282,320,234,861 退職手当引当金 25,860,663,365
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 43,216,000
立木竹 0 その他 1,963,784,385
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 41,369,725,368
建物 402,124,463,063 1年内償還予定地方債等 25,748,976,193
建物減価償却累計額 △ 248,751,498,127 未払金 8,386,530,245
建物減損損失累計額 0 未払費用 3,910,900
工作物 23,170,309,324 前受金 285,005,492
工作物減価償却累計額 △ 19,827,931,919 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 2,533,127,685
船舶 0 預り金 3,478,817,266
船舶減価償却累計額 0 その他 933,357,587
船舶減損損失累計額 0 299,931,302,056
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 1,451,150,851,949
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 274,085,843,153
航空機 0 他団体出資等分 424,823,932
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 44,189,131,986
その他減価償却累計額 △ 34,424,931,900
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 401,053,807

インフラ資産 916,393,250,431
土地 654,003,134,038
土地減損損失累計額 △ 5,614,135
建物 15,295,496,020
建物減価償却累計額 △ 7,106,120,619
建物減損損失累計額 △ 24,719
工作物 444,913,200,720
工作物減価償却累計額 △ 201,396,545,905
工作物減損損失累計額 0
その他 1,293,997,180
その他減価償却累計額 △ 915,411,278
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 10,311,139,129

物品 78,465,647,062
物品減価償却累計額 △ 49,494,226,467
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 8,902,268,842
ソフトウェア 623,018,972
その他 8,279,249,870

投資その他の資産 22,816,016,138
投資及び出資金 614,532,234

有価証券 0
出資金 614,532,234
その他 0

長期延滞債権 6,074,405,365
長期貸付金 1,078,744,171
基金 14,167,057,523

減債基金 0
その他 14,167,057,523

その他 1,981,603,607
徴収不能引当金 △ 1,100,326,762

流動資産 51,137,347,683
現金預金 21,739,255,615
未収金 4,421,609,411
短期貸付金 1,314,287,500
基金 23,552,777,348

財政調整基金 20,022,350,282
減債基金 3,530,427,066

棚卸資産 127,982,078
その他 152,565,762
徴収不能引当金 △ 171,130,031

繰延資産 0 1,177,489,832,728

1,477,421,134,784 1,477,421,134,784

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

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計
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（単位：円）

経常費用 297,155,005,170
業務費用 113,233,273,657

人件費 42,884,947,929
職員給与費 29,957,872,435
賞与等引当金繰入額 2,849,010,697
退職手当引当金繰入額 2,118,423,832
その他 7,959,640,965

物件費等 57,994,869,663
物件費 24,591,076,504
維持補修費 3,816,994,674
減価償却費 23,095,242,824
その他 6,491,555,661

その他の業務費用 12,353,456,065
支払利息 4,052,517,193
徴収不能引当金繰入額 880,628,503
その他 7,420,310,369

移転費用 183,921,731,513
補助金等 145,730,065,659
社会保障給付 37,945,746,996
他会計への繰出金 0
その他 245,918,858

経常収益 31,596,414,375
使用料及び手数料 25,223,667,211
その他 6,372,747,164

純経常行政コスト △ 265,558,590,795
臨時損失 646,995,665

災害復旧事業費 0
資産除売却損 497,563,860
損失補償等引当金繰入額 0
その他 149,431,805

臨時利益 355,752,899
資産売却益 275,426,832
その他 80,326,067

純行政コスト △ 265,849,833,561

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
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（単位：円）

前年度末純資産残高 1,165,985,571,709 1,459,215,856,089 △ 293,630,107,351 399,822,971

純行政コスト（△） △ 265,849,833,561 △ 265,874,834,522 25,000,961

財源 271,838,513,522 271,838,513,522 0

税収等 185,697,693,733 185,697,693,733 0

国県等補助金 86,140,819,789 86,140,819,789 0

本年度差額 5,988,679,961 5,963,679,000 25,000,961

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 △ 19,208,800 -

無償所管換等 5,665,097,472 -

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

その他 △ 130,307,616 - -

本年度純資産変動額 11,504,261,017 △ 8,065,004,140 19,544,264,198 25,000,961

本年度末純資産残高 1,177,489,832,726 1,451,150,851,949 △ 274,085,843,153 424,823,932

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）

他団体出資等分
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（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支
3,642,813,832

15,682,671,126
0

19,325,484,958

前年度末歳計外現金残高 2,443,650,348
本年度歳計外現金増減額 △ 29,879,691
本年度末歳計外現金残高 2,413,770,657
本年度末現金預金残高 21,739,255,615

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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
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