
【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 34,991,230,506   固定負債 6,421,251,240

    有形固定資産 32,758,036,528     地方債 5,098,887,240

      事業用資産 17,222,803,705     長期未払金 -

        土地 3,650,125,695     退職手当引当金 1,322,364,000

        立木竹 3,422,240,700     損失補償等引当金 -

        建物 14,955,042,413     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,948,578,994   流動負債 758,906,532

        工作物 8,887,208,072     １年内償還予定地方債 664,067,302

        工作物減価償却累計額 -3,743,234,181     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 80,923,355

        航空機 -     預り金 13,915,875

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,180,157,772

        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 36,773,078,663

      インフラ資産 15,111,003,066   余剰分（不足分） -6,902,178,337

        土地 87,146,245

        建物 277,235,997

        建物減価償却累計額 -75,323,356

        工作物 32,643,453,198

        工作物減価償却累計額 -17,874,599,018

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 53,090,000

      物品 1,381,819,242

      物品減価償却累計額 -957,589,485

    無形固定資産 78,543,381

      ソフトウェア 78,543,381

      その他 -

    投資その他の資産 2,154,650,597

      投資及び出資金 27,931,570

        有価証券 -

        出資金 27,931,570

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,134,890

      長期貸付金 2,088,000

      基金 2,110,937,473

        減債基金 4,415

        その他 2,110,933,058

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,441,336

  流動資産 2,059,827,592

    現金預金 266,506,362

    未収金 11,700,960

    短期貸付金 -

    基金 1,781,848,157

      財政調整基金 1,687,754,330

      減債基金 94,093,827

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -227,887 純資産合計 29,870,900,326

資産合計 37,051,058,098 負債及び純資産合計 37,051,058,098

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 5,787,845,580

    その他 -

  臨時利益 13,563,764

    資産売却益 13,563,764

    資産除売却損 20,575

    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 5,801,388,769

  臨時損失 20,575

    災害復旧事業費 -

  経常収益 252,990,775

    使用料及び手数料 75,124,334

    その他 177,866,441

      社会保障給付 346,430,521

      他会計への繰出金 424,219,592

      その他 9,787,856

        その他 16,909,132

    移転費用 1,439,126,243

      補助金等 658,688,274

      その他の業務費用 68,633,485

        支払利息 49,055,130

        徴収不能引当金繰入額 2,669,223

        維持補修費 124,898,155

        減価償却費 1,651,110,025

        その他 3,320,538

        その他 208,792,890

      物件費等 3,289,950,150

        物件費 1,510,621,432

        職員給与費 990,109,473

        賞与等引当金繰入額 80,923,355

        退職手当引当金繰入額 -23,156,052

  経常費用 6,054,379,544

    業務費用 4,615,253,301

      人件費 1,256,669,666

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 30,713,182,147 37,523,508,192 -6,810,326,045

  純行政コスト（△） -5,787,845,580 -5,787,845,580

  財源 4,934,020,887 4,934,020,887

    税収等 4,258,307,658 4,258,307,658

    国県等補助金 675,713,229 675,713,229

  本年度差額 -853,824,693 -853,824,693

  固定資産等の変動（内部変動） -761,972,401 761,972,401

    有形固定資産等の増加 884,199,246 -884,199,246

    有形固定資産等の減少 -1,651,130,600 1,651,130,600

    貸付金・基金等の増加 35,083,149 -35,083,149

    貸付金・基金等の減少 -30,124,196 30,124,196

  資産評価差額 379,822 379,822

  無償所管換等 11,163,050 11,163,050

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -842,281,821 -750,429,529 -91,852,292

本年度末純資産残高 29,870,900,326 36,773,078,663 -6,902,178,337

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 233,623,262

本年度歳計外現金増減額 -219,707,387

本年度末歳計外現金残高 13,915,875

本年度末現金預金残高 266,506,362

    その他の収入 -

財務活動収支 -165,511,018

本年度資金収支額 -278,871,908

前年度末資金残高 531,462,395

本年度末資金残高 252,590,487

  財務活動支出 625,011,018

    地方債償還支出 625,011,018

    その他の支出 -

  財務活動収入 459,500,000

    地方債発行収入 459,500,000

    貸付金元金回収収入 198,000

    資産売却収入 13,563,764

    その他の収入 -

投資活動収支 -879,938,856

【財務活動収支】

    貸付金支出 720,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 25,649,985

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 11,888,221

【投資活動収支】

  投資活動支出 905,588,841

    公共施設等整備費支出 884,199,246

    基金積立金支出 20,669,595

    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 766,577,966

  業務収入 5,189,281,888

    税収等収入 4,263,244,074

    国県等補助金収入 675,713,229

    使用料及び手数料収入 75,280,024

    その他の収入 175,044,561

    移転費用支出 1,439,126,243

      補助金等支出 658,688,274

      社会保障給付支出 346,430,521

      他会計への繰出支出 424,219,592

      その他の支出 9,787,856

    業務費用支出 2,983,577,679

      人件費支出 1,278,773,292

      物件費等支出 1,638,840,125

      支払利息支出 49,055,130

      その他の支出 16,909,132

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 4,422,703,922


