
【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 156,019,689,388   固定負債 20,021,722,995

    有形固定資産 142,799,155,316     地方債 14,475,697,852

      事業用資産 83,166,866,220     長期未払金 -

        土地 46,239,889,171     退職手当引当金 4,362,846,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 79,771,884,206     その他 1,183,179,143

        建物減価償却累計額 -45,069,405,316   流動負債 4,095,117,182

        工作物 5,409,106,236     １年内償還予定地方債 2,505,529,117

        工作物減価償却累計額 -3,190,764,077     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 348,444,565

        航空機 -     預り金 1,241,143,500

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 24,116,840,177

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,156,000   固定資産等形成分 160,219,297,104

      インフラ資産 56,130,317,503   余剰分（不足分） -21,521,547,896

        土地 35,704,433,514

        建物 218,216,205

        建物減価償却累計額 -88,118,760

        工作物 45,776,871,640

        工作物減価償却累計額 -38,657,211,255

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,176,126,159

      物品 6,724,857,527

      物品減価償却累計額 -3,222,885,934

    無形固定資産 958,912,366

      ソフトウェア 393,984

      その他 958,518,382

    投資その他の資産 12,261,621,706

      投資及び出資金 8,187,612,770

        有価証券 -

        出資金 8,187,612,770

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 356,087,264

      長期貸付金 -

      基金 3,735,370,881

        減債基金 39,656,185

        その他 3,695,714,696

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,449,209

  流動資産 6,794,899,997

    現金預金 2,449,418,926

    未収金 53,689,995

    短期貸付金 -

    基金 4,199,607,716

      財政調整基金 4,199,607,716

      減債基金 -

    棚卸資産 92,183,360

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 138,697,749,208

資産合計 162,814,589,385 負債及び純資産合計 162,814,589,385

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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 32,424,159,753

    業務費用 16,461,643,465

      人件費 6,147,687,287

        職員給与費 4,185,852,686

        賞与等引当金繰入額 348,444,565

        退職手当引当金繰入額 251,150,801

        その他 1,362,239,235

      物件費等 9,959,357,249

        物件費 6,864,796,084

        維持補修費 592,397,039

        減価償却費 2,825,929,136

        その他 -323,765,010

      その他の業務費用 354,598,929

        支払利息 189,107,492

        徴収不能引当金繰入額 17,449,209

        その他 148,042,228

    移転費用 15,962,516,288

      補助金等 8,026,884,745

      社会保障給付 5,682,416,343

      他会計への繰出金 1,866,075,539

      その他 387,139,661

  経常収益 2,675,835,313

    使用料及び手数料 1,115,637,169

    その他 1,560,198,144

純経常行政コスト 29,748,324,440

  臨時損失 6,501,436

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,501,436

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 901,582,000

純行政コスト 28,807,475,978

    その他 -

  臨時利益 947,349,898

    資産売却益 45,767,898



【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 131,320,588,778 157,540,834,231 -26,220,245,453

  純行政コスト（△） -28,807,475,978 -28,807,475,978

  財源 34,106,602,408 34,106,602,408

    税収等 26,594,424,634 26,594,424,634

    国県等補助金 7,512,177,774 7,512,177,774

  本年度差額 5,299,126,430 5,299,126,430

  固定資産等の変動（内部変動） 2,608,405,990 -2,608,405,990

    有形固定資産等の増加 3,121,856,796 -3,121,856,796

    有形固定資産等の減少 -2,993,427,077 2,937,691,177

    貸付金・基金等の増加 2,994,116,629 -2,994,116,629

    貸付金・基金等の減少 -514,140,358 569,876,258

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 2,078,034,000 - 2,078,034,000

  本年度純資産変動額 7,377,160,430 2,608,405,990 4,768,754,440

本年度末純資産残高 138,697,749,208 160,149,240,221 -21,451,491,013

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）

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 29,763,046,856

    業務費用支出 13,800,530,568

      人件費支出 6,241,155,078

      物件費等支出 7,166,896,761

      支払利息支出 189,107,492

      その他の支出 203,371,237

    移転費用支出 15,962,516,288

      補助金等支出 8,026,884,745

      社会保障給付支出 5,682,416,343

      他会計への繰出支出 1,866,075,539

      その他の支出 387,139,661

  業務収入 36,290,359,688

    税収等収入 26,763,138,825

    国県等補助金収入 6,857,088,440

    使用料及び手数料収入 1,092,806,781

    その他の収入 1,577,325,642

  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 6,527,312,832

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,654,070,263

    公共施設等整備費支出 3,030,917,174

    基金積立金支出 1,189,378,089

    投資及び出資金支出 1,202,775,000

    貸付金支出 231,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,177,982,374

    国県等補助金収入 655,089,334

    基金取崩収入 244,625,142

    貸付金元金回収収入 231,000,000

    資産売却収入 47,267,898

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,476,087,889

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,601,592,792

    地方債償還支出 2,601,592,792

    その他の支出 -

  財務活動収入 248,300,000

    地方債発行収入 248,300,000

前年度末歳計外現金残高 1,368,608,221

本年度歳計外現金増減額 -127,464,721

本年度末歳計外現金残高 1,241,143,500

本年度末現金預金残高 2,449,418,926

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,353,292,792

本年度資金収支額 -302,067,849

前年度末資金残高 1,510,343,275

本年度末資金残高 1,208,275,426


