
【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 21,252,442,748   固定負債 6,288,492,220

    有形固定資産 19,361,588,719     地方債 5,906,105,857

      事業用資産 9,720,449,905     長期未払金 -

        土地 5,060,470,162     退職手当引当金 382,386,363

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 -

        建物 13,711,650,041     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,471,515,977   流動負債 686,326,891

        工作物 463,923,053     １年内償還予定地方債 517,867,731

        工作物減価償却累計額 -107,388,915     未払金 -

        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 86,615,151

        航空機 -     預り金 81,660,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 183,015

        その他 - 負債合計 6,974,819,111

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 53,311,541   固定資産等形成分 21,928,025,041

      インフラ資産 9,532,637,577   余剰分（不足分） -6,499,670,066

        土地 2,088,860,232

        建物 75,082,970

        建物減価償却累計額 -35,384,813

        工作物 20,965,857,112

        工作物減価償却累計額 -13,577,599,924

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,822,000

      物品 357,533,345

      物品減価償却累計額 -249,032,108

    無形固定資産 3,477,920

      ソフトウェア -

      その他 3,477,920

    投資その他の資産 1,887,376,109

      投資及び出資金 43,989,000

        有価証券 -

        出資金 43,989,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 63,705,171

      長期貸付金 -

      基金 1,786,409,204

        減債基金 213,187,364

        その他 1,573,221,840

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,727,266

  流動資産 1,150,731,338

    現金預金 453,821,069

    未収金 23,846,127

    短期貸付金 7,000,000

    基金 668,582,293

      財政調整基金 668,582,293

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,518,151 純資産合計 15,428,354,975

資産合計 22,403,174,086 負債及び純資産合計 22,403,174,086

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 7,477,618,304

    その他 -

  臨時利益 18,416,261

    資産売却益 18,416,261

    資産除売却損 -

    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 7,496,034,565

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 77,144,609

    使用料及び手数料 37,044,322

    その他 40,100,287

      社会保障給付 934,584,856

      他会計への繰出金 911,039,917

      その他 19,227,478

        その他 40,164,774

    移転費用 3,123,547,797

      補助金等 1,258,695,546

      その他の業務費用 92,830,271

        支払利息 45,681,060

        徴収不能引当金繰入額 6,984,437

        維持補修費 204,417,170

        減価償却費 773,664,767

        その他 2,940,620

        その他 433,288,035

      物件費等 2,930,865,392

        物件費 1,949,842,835

        職員給与費 904,876,213

        賞与等引当金繰入額 86,615,151

        退職手当引当金繰入額 1,156,315

  経常費用 7,573,179,174

    業務費用 4,449,631,377

      人件費 1,425,935,714

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 16,423,302,804 22,465,528,230 -6,042,225,426

  純行政コスト（△） -7,477,618,304 -7,477,618,304

  財源 6,481,840,431 6,481,840,431

    税収等 5,059,886,535 5,059,886,535

    国県等補助金 1,421,953,896 1,421,953,896

  本年度差額 -995,777,873 -995,777,873

  固定資産等の変動（内部変動） -538,333,233 538,333,233

    有形固定資産等の増加 925,715,174 -925,715,174

    有形固定資産等の減少 -1,095,234,927 1,095,234,927

    貸付金・基金等の増加 246,619,444 -246,619,444

    貸付金・基金等の減少 -615,432,924 615,432,924

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 830,044 830,044

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -994,947,829 -537,503,189 -457,444,640

本年度末純資産残高 15,428,354,975 21,928,025,041 -6,499,670,066

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 86,718,218

本年度歳計外現金増減額 -5,057,224

本年度末歳計外現金残高 81,660,994

本年度末現金預金残高 453,821,069

    その他の収入 -

財務活動収支 383,344,278

本年度資金収支額 -65,232,842

前年度末資金残高 437,392,917

本年度末資金残高 372,160,075

  財務活動支出 449,855,722

    地方債償還支出 449,855,722

    その他の支出 -

  財務活動収入 833,200,000

    地方債発行収入 833,200,000

    貸付金元金回収収入 13,590,000

    資産売却収入 18,420,225

    その他の収入 -

投資活動収支 -137,443,226

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,590,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 675,990,225

    国県等補助金収入 94,560,000

    基金取崩収入 549,420,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 813,433,451

    公共施設等整備費支出 604,148,978

    基金積立金支出 202,694,473

    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 -311,133,894

  業務収入 6,465,998,593

    税収等収入 5,061,460,088

    国県等補助金収入 1,327,393,896

    使用料及び手数料収入 37,044,322

    その他の収入 40,100,287

    移転費用支出 3,123,547,797

      補助金等支出 1,258,695,546

      社会保障給付支出 934,584,856

      他会計への繰出支出 911,039,917

      その他の支出 19,227,478

    業務費用支出 3,653,584,690

      人件費支出 1,414,884,483

      物件費等支出 2,157,932,685

      支払利息支出 45,681,060

      その他の支出 35,086,462

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 6,777,132,487


