
（単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 49,707,490,943 固定負債 18,749,198,951

有形固定資産 43,778,266,329 地方債等 16,246,582,861

事業用資産 12,176,688,230 長期未払金 -

土地 5,830,336,543 退職手当引当金 1,943,525,305

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 15,282,133,118 その他 559,090,785

建物減価償却累計額 △9,462,270,348 流動負債 2,216,742,900

工作物 1,929,437,513 1年内償還予定地方債等 1,793,145,665

工作物減価償却累計額 △1,562,703,067 未払金 217,047,936

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 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 144,972,321

航空機 - 預り金 58,766,003

航空機減価償却累計額 - その他 2,810,975

その他 - 20,965,941,851

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 159,754,471 固定資産等形成分 51,437,503,237

インフラ資産 30,809,433,271 余剰分（不足分） △18,947,419,738

土地 209,438,045 他団体出資等分 9,456,543

建物 3,354,705,859

建物減価償却累計額 △1,369,215,623

工作物 87,278,603,404

工作物減価償却累計額 △58,664,098,414

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 4,208,569,132

物品減価償却累計額 △3,416,424,304

無形固定資産 10,045,669

ソフトウェア 9,308,012

その他 737,657

投資その他の資産 5,919,178,945

投資及び出資金 292,157,468

有価証券 -

出資金 292,157,468

その他 -

長期延滞債権 124,841,264

長期貸付金 4,847,452

基金 5,503,816,044

減債基金 483,408,509

その他 5,020,407,535

その他 473,178

徴収不能引当金 △6,956,461

流動資産 3,757,990,950

現金預金 1,796,315,749

未収金 226,126,717

短期貸付金 798,873

基金 1,729,213,421

財政調整基金 1,729,213,421

減債基金 -

棚卸資産 8,066,261

その他 185,414

徴収不能引当金 △2,715,485

繰延資産 - 32,499,540,042

53,465,481,893 53,465,481,893

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

連結貸借対照表
（平成29年３月31日現在）

科目 科目

【様式第１号】



【様式第２号】

（単位：円）

金額

経常費用 15,824,237,984

業務費用 8,156,455,099

人件費 2,322,728,215

職員給与費 1,877,974,036

賞与等引当金繰入額 144,462,510

退職手当引当金繰入額 120,008,683

その他 180,282,986

物件費等 5,483,276,158

物件費 2,827,853,629

維持補修費 336,256,470

減価償却費 2,296,524,857

その他 22,641,202

その他の業務費用 350,450,726

支払利息 248,979,552

徴収不能引当金繰入額 7,339,290

その他 94,131,884

移転費用 7,667,782,885

補助金等 5,140,800,018

社会保障給付 2,423,077,212

その他 103,905,655

経常収益 2,560,303,188

使用料及び手数料 1,718,986,181

その他 841,317,007

純経常行政コスト 13,263,934,796

臨時損失 262,243,747

災害復旧事業費 261,089,024

資産除売却損 1,154,723

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 3,830,270

資産売却益 1,176,512

その他 2,653,758

純行政コスト 13,522,348,273

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



(単位：円）

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 51,413,160,934 △18,795,138,550 5,429,160

純行政コスト（△） △13,522,348,273

財源 13,370,067,085 -

税収等 9,158,637,959 -

国県等補助金 4,211,429,126 -

本年度差額 △152,281,188 -

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

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 4,027,383

他団体出資等分の減少 -

その他 - -

本年度純資産変動額 24,342,303 △152,281,188 4,027,383

本年度末純資産残高 51,437,503,237 △18,947,419,738 9,456,543

【様式第３号】

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

△264,960

32,623,451,544

△13,522,348,273

13,370,067,085

9,158,637,959

4,211,429,126

-

-

-

-

-

△152,281,188

7,578,502

17,028,761

△123,911,502

32,499,540,042

4,027,383

-

省 略


