
【様式第1号】

（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 39,894,924,782   固定負債 10,337,807,265

    有形固定資産 38,032,658,490     地方債 7,671,046,505

      事業用資産 14,594,073,191     長期未払金 -

        土地 9,974,684,285     退職手当引当金 2,601,748,000

        立木竹 306,281,900     損失補償等引当金 -

        建物 14,283,026,025     その他 65,012,760

        建物減価償却累計額 -11,017,424,395   流動負債 861,304,475

        工作物 364,334,011     １年内償還予定地方債 598,042,201

        工作物減価償却累計額 -126,363,580     未払金 -

        船舶 2,209,999     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -441,999     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 124,893,400

        航空機 -     預り金 107,268,402

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,100,472

        その他 - 負債合計 11,199,111,740

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 807,766,945   固定資産等形成分 40,695,896,789

      インフラ資産 23,120,964,711   余剰分（不足分） -10,530,923,831

        土地 7,557,663,369

        建物 28,623,000

        建物減価償却累計額 -21,181,020

        工作物 40,903,349,434

        工作物減価償却累計額 -25,347,490,072

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,219,474,960

      物品減価償却累計額 -901,854,372

    無形固定資産 89,146,081

      ソフトウェア 89,146,066

      その他 15

    投資その他の資産 1,773,120,211

      投資及び出資金 40,080,173

        有価証券 7,038,173

        出資金 33,042,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 426,138,671

      長期貸付金 11,124,000

      基金 1,331,720,357

        減債基金 2,424,963

        その他 1,329,295,394

      その他 -

      徴収不能引当金 -35,942,990

  流動資産 1,469,159,916

    現金預金 604,753,476

    未収金 69,115,747

    短期貸付金 -

    基金 800,972,007

      財政調整基金 800,972,007

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,681,314 純資産合計 30,164,972,958

資産合計 41,364,084,698 負債及び純資産合計 41,364,084,698

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 8,535,901,469

    その他 -

  臨時利益 9,987,999

    資産売却益 9,987,999

    資産除売却損 451,725,469

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 8,094,163,999

  臨時損失 451,725,469

    災害復旧事業費 -

  経常収益 309,693,290

    使用料及び手数料 127,797,229

    その他 181,896,061

      社会保障給付 981,791,640

      他会計への繰出金 918,997,271

      その他 2,214,771

        その他 40,547,902

    移転費用 3,348,081,370

      補助金等 1,445,077,688

      その他の業務費用 154,609,800

        支払利息 73,814,340

        徴収不能引当金繰入額 40,247,558

        維持補修費 84,632,401

        減価償却費 1,085,275,882

        その他 13,344,210

        その他 251,059,179

      物件費等 2,678,884,065

        物件費 1,495,631,572

        職員給与費 1,855,175,475

        賞与等引当金繰入額 124,893,400

        退職手当引当金繰入額 -8,846,000

  経常費用 8,403,857,289

    業務費用 5,055,775,919

      人件費 2,222,282,054

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



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 30,855,297,607 41,340,953,055 -10,485,655,448

  純行政コスト（△） -8,535,901,469 -8,535,901,469

  財源 7,845,576,820 7,845,576,820

    税収等 6,342,137,743 6,342,137,743

    国県等補助金 1,503,439,077 1,503,439,077

  本年度差額 -690,324,649 -690,324,649

  固定資産等の変動（内部変動） -645,056,266 645,056,266

    有形固定資産等の増加 759,158,290 -759,158,290

    有形固定資産等の減少 -2,496,040,879 2,496,040,879

    貸付金・基金等の増加 1,352,579,665 -1,352,579,665

    貸付金・基金等の減少 -260,753,342 260,753,342

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -690,324,649 -645,056,266 -45,268,383

本年度末純資産残高 30,164,972,958 40,695,896,789 -10,530,923,831

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 102,843,994

本年度歳計外現金増減額 4,424,408

本年度末歳計外現金残高 107,268,402

本年度末現金預金残高 604,753,476

    その他の収入 -

財務活動収支 -17,786,548

本年度資金収支額 -1,961,716

前年度末資金残高 499,446,790

本年度末資金残高 497,485,074

  財務活動支出 676,386,548

    地方債償還支出 644,006,984

    その他の支出 32,379,564

  財務活動収入 658,600,000

    地方債発行収入 658,600,000

    貸付金元金回収収入 10,000,000

    資産売却収入 903,277,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -893,732,978

【財務活動収支】

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,005,936,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 92,659,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,899,668,978

    公共施設等整備費支出 637,252,083

    基金積立金支出 1,252,416,895

    投資及び出資金支出 -

  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 909,557,810

  業務収入 8,182,625,589

    税収等収入 6,366,806,912

    国県等補助金収入 1,503,439,077

    使用料及び手数料収入 127,797,229

    その他の収入 184,582,371

    移転費用支出 3,348,081,370

      補助金等支出 1,445,077,688

      社会保障給付支出 981,791,640

      他会計への繰出支出 918,997,271

      その他の支出 2,214,771

    業務費用支出 3,924,986,409

      人件費支出 2,228,442,938

      物件費等支出 1,593,608,183

      支払利息支出 73,814,340

      その他の支出 29,120,948

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 7,273,067,779


