
【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 44,252,842,504   固定負債 15,611,384,811

    有形固定資産 42,421,258,005     地方債 13,913,062,609

      事業用資産 11,810,011,117     長期未払金 -

        土地 3,010,374,683     退職手当引当金 1,140,304,074

        立木竹 34,727,880     損失補償等引当金 -

        建物 19,094,753,496     その他 558,018,128

        建物減価償却累計額 △ 10,848,116,426   流動負債 1,535,303,619

        工作物 1,038,003,440     １年内償還予定地方債 1,395,598,916

        工作物減価償却累計額 △ 577,934,236     未払金 8,115,225

        船舶 -     未払費用 4,415,860

        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 82,202,701

        航空機 -     預り金 44,970,917

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,146,688,430

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 58,202,280   固定資産等形成分 45,835,396,793

      インフラ資産 29,735,093,739   余剰分（不足分） △ 15,606,233,096

        土地 383,771,040

        建物 1,879,560,664

        建物減価償却累計額 △ 943,458,817

        工作物 55,984,045,288

        工作物減価償却累計額 △ 27,609,540,436

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 40,716,000

      物品 2,830,472,778

      物品減価償却累計額 △ 1,954,319,629

    無形固定資産 3,753,674

      ソフトウェア 1,775,520

      その他 1,978,154

    投資その他の資産 1,827,830,825

      投資及び出資金 113,147,168

        有価証券 10,635,168

        出資金 102,512,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 73,148,713

      長期貸付金 125,933,000

      基金 1,519,070,359

        減債基金 -

        その他 1,519,070,359

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 3,468,415

  流動資産 3,123,009,623

    現金預金 1,323,460,128

    未収金 208,624,423

    短期貸付金 14,546,000

    基金 1,568,008,289

      財政調整基金 1,241,653,743

      減債基金 326,354,546

    棚卸資産 15,899,398

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 7,528,615 純資産合計 30,229,163,697

資産合計 47,375,852,127 負債及び純資産合計 47,375,852,127

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 11,663,669,582

    業務費用 5,250,346,591

      人件費 1,338,796,250

        職員給与費 540,993,997

        賞与等引当金繰入額 82,202,701

        退職手当引当金繰入額 93,772,914

        その他 621,826,638

      物件費等 3,629,772,481

        物件費 1,673,951,725

        維持補修費 222,727,482

        減価償却費 1,730,423,546

        その他 2,669,728

      その他の業務費用 281,777,860

        支払利息 245,603,454

        徴収不能引当金繰入額 10,209,339

      社会保障給付 657,731,262

      その他 16,221,546

        その他 25,965,067

    移転費用 6,413,322,991

      補助金等 5,739,370,183

  経常収益 664,235,582

    使用料及び手数料 571,897,733

    その他 92,337,849

純経常行政コスト 10,999,434,000

  臨時損失 19,585,403

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 19,116,154

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 11,015,843,061

    その他 469,249

  臨時利益 3,176,342

    資産売却益 3,176,342



【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 30,878,944,212 46,503,947,577 △ 15,625,003,365

  純行政コスト（△） △ 11,015,843,061 △ 11,015,843,061

  財源 10,335,784,923 10,335,784,923

    税収等 7,405,309,320 7,405,309,320

    国県等補助金 2,930,475,603 2,930,475,603

  本年度差額 △ 680,058,138 △ 680,058,138

  固定資産等の変動（内部変動） △ 698,828,407 698,828,407

    有形固定資産等の増加 1,288,798,538 △ 1,288,798,538

    有形固定資産等の減少 △ 1,746,654,800 1,746,654,800

    貸付金・基金等の増加 436,854,490 △ 436,854,490

    貸付金・基金等の減少 △ 677,826,635 677,826,635

  資産評価差額 △ 317,882 △ 317,882

  無償所管換等 30,595,505 30,595,505

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 649,780,515 △ 668,550,784 18,770,269

本年度末純資産残高 30,229,163,697 45,835,396,793 △ 15,606,233,096

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 9,838,370,572

    移転費用支出 6,416,783,650

      補助金等支出 5,739,370,183

      社会保障給付支出 657,731,262

      その他の支出 19,682,205

    業務費用支出 3,421,586,922

      人件費支出 1,241,646,333

      物件費等支出 1,909,790,580

      支払利息支出 245,955,156

      その他の支出 24,194,853

  業務収入 10,993,048,985

    税収等収入 7,398,453,198

    国県等補助金収入 2,929,835,568

    使用料及び手数料収入 571,115,852

    その他の収入 93,644,367

  臨時支出 469,249

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 469,249

  臨時収入 -

業務活動収支 1,154,209,164

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,725,441,645

    公共施設等整備費支出 1,288,798,538

    基金積立金支出 239,107,107

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 197,536,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 844,325,942

    国県等補助金収入 160,342,000

    基金取崩収入 461,457,110

    貸付金元金回収収入 208,802,390

    資産売却収入 13,724,442

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 881,115,703

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,222,898,863

    地方債償還支出 1,222,898,863

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,149,900,000

    地方債発行収入 1,149,900,000

前年度末歳計外現金残高 26,276,349

本年度歳計外現金増減額 2,483,414

本年度末歳計外現金残高 28,759,763

本年度末現金預金残高 1,323,460,128

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 72,998,863

本年度資金収支額 200,094,598

前年度末資金残高 1,094,605,767

本年度末資金残高 1,294,700,365


