
【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 195,652,486,319   固定負債 57,129,265,103

    有形固定資産 180,937,166,410     地方債 49,210,056,815

      事業用資産 89,750,976,282     長期未払金 66,672,858

        土地 46,783,378,020     退職手当引当金 7,831,010,310

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 94,613,877,392     その他 21,525,120

        建物減価償却累計額 -53,546,637,603   流動負債 7,044,016,749

        工作物 2,318,241,980     １年内償還予定地方債 6,131,927,919

        工作物減価償却累計額 -1,503,600,317     未払金 23,647,642

        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 560,430,974

        航空機 -     預り金 168,157,475

        航空機減価償却累計額 -     その他 159,852,739

        その他 - 負債合計 64,173,281,852

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,055,120,370   固定資産等形成分 201,315,112,830

      インフラ資産 89,222,937,925   余剰分（不足分） -62,431,191,591

        土地 9,756,107,486

        建物 286,761,840

        建物減価償却累計額 -149,724,875

        工作物 197,279,798,511

        工作物減価償却累計額 -119,840,005,037

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,890,000,000

      物品 8,811,624,896

      物品減価償却累計額 -6,848,372,693

    無形固定資産 191,165,573

      ソフトウェア 191,165,573

      その他 -

    投資その他の資産 14,524,154,336

      投資及び出資金 3,698,746,000

        有価証券 -

        出資金 3,698,746,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,593,979,950

      長期貸付金 329,777,753

      基金 8,969,864,362

        減債基金 -

        その他 8,969,864,362

      その他 -

      徴収不能引当金 -68,213,729

  流動資産 7,404,716,772

    現金預金 1,537,665,808

    未収金 220,194,889

    短期貸付金 32,899,973

    基金 5,629,726,538

      財政調整基金 5,522,640,382

      減債基金 107,086,156

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -15,770,436 純資産合計 138,883,921,239

資産合計 203,057,203,091 負債及び純資産合計 203,057,203,091

一般会計等貸借対照表
（平成28年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

一般会計等行政コスト計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

  経常費用 38,041,100,963

    業務費用 23,210,457,338

      人件費 8,474,501,984

        職員給与費 6,722,393,896

        賞与等引当金繰入額 560,430,974

        退職手当引当金繰入額 323,915,030

        その他 867,762,084

      物件費等 13,713,056,068

        物件費 6,603,646,273

        維持補修費 815,200,540

        減価償却費 6,281,342,114

        その他 12,867,141

      その他の業務費用 1,022,899,286

        支払利息 628,064,504

        徴収不能引当金繰入額 80,808,564

        その他 314,026,218

    移転費用 14,830,643,625

      補助金等 4,602,321,721

      社会保障給付 5,661,395,513

      他会計への繰出金 4,544,699,404

      その他 22,226,987

  経常収益 1,700,112,777

    使用料及び手数料 558,132,301

    その他 1,141,980,476

純経常行政コスト 36,340,988,186

  臨時損失 129,086,239

    災害復旧事業費 109,206,350

    資産除売却損 19,401,120

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 51,004,944

純行政コスト 36,419,069,481

    その他 478,769

  臨時利益 51,004,944

    資産売却益 -



【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 138,469,583,500 202,337,661,604 -63,868,078,104

  純行政コスト（△） -36,419,069,481 -36,419,069,481

  財源 36,833,407,220 36,833,407,220

    税収等 29,133,244,470 29,133,244,470

    国県等補助金 7,700,162,750 7,700,162,750

  本年度差額 414,337,739 414,337,739

  固定資産等の変動（内部変動） -1,022,548,774 1,022,548,774

    有形固定資産等の増加 3,829,652,080 -3,829,652,080

    有形固定資産等の減少 -6,281,342,114 6,281,342,114

    貸付金・基金等の増加 2,015,008,480 -2,015,008,480

    貸付金・基金等の減少 -585,867,220 585,867,220

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 414,337,739 -1,022,548,774 1,436,886,513

本年度末純資産残高 138,883,921,239 201,315,112,830 -62,431,191,591

一般会計等純資産変動計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

一般会計等資金収支計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 31,995,626,799

    業務費用支出 17,164,983,174

      人件費支出 8,829,520,586

      物件費等支出 7,466,758,204

      支払利息支出 628,064,504

      その他の支出 240,639,880

    移転費用支出 14,830,643,625

      補助金等支出 4,602,321,721

      社会保障給付支出 5,661,395,513

      他会計への繰出支出 4,544,699,404

      その他の支出 22,226,987

  業務収入 36,524,369,352

    税収等収入 29,151,275,562

    国県等補助金収入 5,620,881,750

    使用料及び手数料収入 549,510,351

    その他の収入 1,202,701,689

  臨時支出 109,206,350

    災害復旧事業費支出 109,206,350

    その他の支出 -

  臨時収入 1,229,452,000

業務活動収支 5,648,988,203

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,474,092,282

    公共施設等整備費支出 3,853,299,722

    基金積立金支出 1,378,092,560

    投資及び出資金支出 192,700,000

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,049,037,422

    国県等補助金収入 849,829,000

    基金取崩収入 96,573,525

    貸付金元金回収収入 102,634,897

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,425,054,860

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,056,817,339

    地方債償還支出 5,887,792,081

    その他の支出 169,025,258

  財務活動収入 5,046,555,099

    地方債発行収入 4,954,400,000

前年度末歳計外現金残高 163,737,045

本年度歳計外現金増減額 4,420,430

本年度末歳計外現金残高 168,157,475

本年度末現金預金残高 1,537,665,808

    その他の収入 92,155,099

財務活動収支 -1,010,262,240

本年度資金収支額 213,671,103

前年度末資金残高 1,155,837,230

本年度末資金残高 1,369,508,333


