
【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 28,048,418,073   固定負債 6,753,981,993

    有形固定資産 25,703,333,252     地方債 5,960,001,810

      事業用資産 6,041,468,159     長期未払金 -

        土地 1,691,010,061     退職手当引当金 792,075,711

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 10,644,900,268     その他 1,904,472

        建物減価償却累計額 -6,542,660,386   流動負債 911,337,619

        工作物 401,519,299     １年内償還予定地方債 751,680,804

        工作物減価償却累計額 -201,648,933     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 64,409,258

        航空機 -     預り金 93,433,805

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,813,752

        その他 - 負債合計 7,665,319,612

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 30,433,158,084

      インフラ資産 19,625,934,786   余剰分（不足分） -7,385,883,113

        土地 482,411,478

        建物 207,722,900

        建物減価償却累計額 -136,584,842

        工作物 43,546,858,924

        工作物減価償却累計額 -24,496,230,851

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,757,177

      物品 271,296,206

      物品減価償却累計額 -235,365,899

    無形固定資産 15,663,810

      ソフトウェア 15,663,810

      その他 -

    投資その他の資産 2,329,421,011

      投資及び出資金 558,192,435

        有価証券 19,250,000

        出資金 538,942,435

        その他 -

      投資損失引当金 -1,981,894

      長期延滞債権 131,703,624

      長期貸付金 -

      基金 1,643,572,875

        減債基金 -

        その他 1,643,572,875

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,066,029

  流動資産 2,664,176,510

    現金預金 263,888,304

    未収金 16,277,704

    短期貸付金 -

    基金 2,384,740,011

      財政調整基金 819,828,986

      減債基金 1,564,911,025

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -729,509 純資産合計 23,047,274,971

資産合計 30,712,594,583 負債及び純資産合計 30,712,594,583

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 6,250,740,195

    その他 -

  臨時利益 2,758,512

    資産売却益 2,758,512

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 1,981,894

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,250,644,948

  臨時損失 2,853,759

    災害復旧事業費 871,865

  経常収益 340,693,338

    使用料及び手数料 34,324,603

    その他 306,368,735

      社会保障給付 655,489,104

      他会計への繰出金 345,847,648

      その他 18,717,918

        その他 38,360,167

    移転費用 2,936,612,736

      補助金等 1,916,558,066

      その他の業務費用 98,397,940

        支払利息 58,147,260

        徴収不能引当金繰入額 1,890,513

        維持補修費 103,192,504

        減価償却費 1,174,011,654

        その他 4,084,137

        その他 240,170,654

      物件費等 2,487,497,922

        物件費 1,206,209,627

        職員給与費 764,249,776

        賞与等引当金繰入額 64,409,258

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,591,338,286

    業務費用 3,654,725,550

      人件費 1,068,829,688

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 23,284,616,446 31,136,391,980 -7,851,775,534

  純行政コスト（△） -6,250,740,195 -6,250,740,195

  財源 6,013,398,720 6,013,398,720

    税収等 4,828,438,992 4,828,438,992

    国県等補助金 1,184,959,728 1,184,959,728

  本年度差額 -237,341,475 -237,341,475

  固定資産等の変動（内部変動） -706,651,017 706,651,017

    有形固定資産等の増加 374,501,443 -374,501,443

    有形固定資産等の減少 -1,174,011,654 1,174,011,654

    貸付金・基金等の増加 101,351,366 -101,351,366

    貸付金・基金等の減少 -8,492,172 8,492,172

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - 3,417,121 -3,417,121

  本年度純資産変動額 -237,341,475 -703,233,896 465,892,421

本年度末純資産残高 23,047,274,971 30,433,158,084 -7,385,883,113

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 91,140,750

本年度歳計外現金増減額 2,293,055

本年度末歳計外現金残高 93,433,805

本年度末現金預金残高 263,888,304

    その他の収入 -

財務活動収支 -360,089,796

本年度資金収支額 -51,000,437

前年度末資金残高 221,454,936

本年度末資金残高 170,454,499

  財務活動支出 800,589,796

    地方債償還支出 798,776,044

    その他の支出 1,813,752

  財務活動収入 440,500,000

    地方債発行収入 440,500,000

    貸付金元金回収収入 1,885,000

    資産売却収入 2,758,512

    その他の収入 -

投資活動収支 -340,371,125

【財務活動収支】

    貸付金支出 89,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 135,481,684

    国県等補助金収入 124,231,000

    基金取崩収入 6,607,172

【投資活動収支】

  投資活動支出 475,852,809

    公共施設等整備費支出 374,501,443

    基金積立金支出 101,262,366

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 871,865

    災害復旧事業費支出 871,865

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 649,460,484

  業務収入 6,066,483,315

    税収等収入 4,825,752,157

    国県等補助金収入 1,059,058,728

    使用料及び手数料収入 34,071,528

    その他の収入 147,600,902

    移転費用支出 2,936,612,736

      補助金等支出 1,916,558,066

      社会保障給付支出 655,489,104

      他会計への繰出支出 345,847,648

      その他の支出 18,717,918

    業務費用支出 2,479,538,230

      人件費支出 1,070,056,124

      物件費等支出 1,318,221,557

      支払利息支出 58,147,260

      その他の支出 33,113,289

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 5,416,150,966


