
【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 240,322,118,562   固定負債 82,457,693,890

    有形固定資産 226,729,558,740     地方債等 65,690,541,869

      事業用資産 92,108,681,188     長期未払金 66,672,858

        土地 47,488,990,225     退職手当引当金 8,192,346,687

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 99,164,568,232     その他 8,508,132,476

        建物減価償却累計額 -56,516,015,513   流動負債 9,395,197,972

        工作物 2,622,414,044     １年内償還予定地方債 7,603,284,294

        工作物減価償却累計額 -1,737,130,043     未払金 580,242,947

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 13,592,325

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 720,067,335

        航空機 -     預り金 170,248,577

        航空機減価償却累計額 -     その他 307,762,494

        その他 2,748,667 負債合計 91,852,891,862

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,055,120,370   固定資産等形成分 245,984,745,073

      インフラ資産 127,693,561,217   余剰分（不足分） -85,906,446,449

        土地 12,440,686,304

        建物 4,516,275,878

        建物減価償却累計額 -1,230,496,396

        工作物 244,777,202,808

        工作物減価償却累計額 -135,364,813,019

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,554,705,642

      物品 22,344,420,507

      物品減価償却累計額 -15,417,104,172

    無形固定資産 251,532,320

      ソフトウェア 247,025,720

      その他 4,506,600

    投資その他の資産 13,341,027,502

      投資及び出資金 1,149,756,000

        有価証券 -

        出資金 1,149,756,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,942,852,197

      長期貸付金 29,777,753

      基金 10,316,309,420

        減債基金 -

        その他 10,316,309,420

      その他 -

      徴収不能引当金 -97,667,868

  流動資産 11,609,071,924

    現金預金 4,676,153,125

    未収金 1,291,885,451

    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 26,521,672

    その他 -

    徴収不能引当金 -48,114,835 純資産合計 160,078,298,624

資産合計 251,931,190,486 負債及び純資産合計 251,931,190,486

全体貸借対照表
（平成28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27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

  経常費用 64,219,899,181

    業務費用 31,149,058,867

      人件費 11,065,884,528

        職員給与費 8,889,193,229

        賞与等引当金繰入額 716,602,669

        退職手当引当金繰入額 427,089,659

        その他 1,032,998,971

      物件費等 18,297,709,161

        物件費 9,103,902,176

        維持補修費 936,281,474

        減価償却費 8,242,410,927

        その他 15,114,584

      その他の業務費用 1,785,465,178

        支払利息 1,037,501,244

        徴収不能引当金繰入額 133,058,727

        その他 614,905,207

    移転費用 33,070,840,314

      補助金等 26,243,102,091

      社会保障給付 5,661,395,513

      他会計への繰出金 1,106,274,523

      その他 60,068,187

  経常収益 7,494,525,515

    使用料及び手数料 6,145,492,075

    その他 1,349,033,440

純経常行政コスト 56,725,373,666

  臨時損失 413,185,970

    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 57,735,689

純行政コスト 57,080,609,107

    その他 284,578,500

  臨時利益 57,950,529

    資産売却益 214,840



【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 160,127,209,298 248,318,137,876 -88,190,928,578

  純行政コスト（△） -57,080,609,107 -57,080,609,107

  財源 57,008,787,496 57,008,787,496

    税収等 42,274,333,370 42,274,333,370

    国県等補助金 14,734,454,126 14,734,454,126

  本年度差額 -71,821,611 -71,821,611

  固定資産等の変動（内部変動） -2,333,392,803 2,333,392,803

    有形固定資産等の増加 4,641,191,275 -4,641,191,275

    有形固定資産等の減少 -8,248,740,488 8,248,740,488

    貸付金・基金等の増加 2,041,556,931 -2,041,556,931

    貸付金・基金等の減少 -767,400,521 767,400,521

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 22,910,937 - 22,910,937

  本年度純資産変動額 -48,910,674 -2,333,392,803 2,284,482,129

本年度末純資産残高 160,078,298,624 245,984,745,073 -85,906,446,449

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 56,037,632,708

    業務費用支出 22,966,792,394

      人件費支出 11,201,573,315

      物件費等支出 10,187,606,353

      支払利息支出 1,037,501,244

      その他の支出 540,111,482

    移転費用支出 33,070,840,314

      補助金等支出 26,243,102,091

      社会保障給付支出 5,661,395,513

      他会計への繰出支出 1,106,274,523

      その他の支出 60,068,187

  業務収入 62,099,131,015

    税収等収入 42,273,020,182

    国県等補助金収入 12,286,413,700

    使用料及び手数料収入 6,133,124,680

    その他の収入 1,406,572,453

  臨時支出 306,647,489

    災害復旧事業費支出 109,206,350

    その他の支出 197,441,139

  臨時収入 1,236,182,745

業務活動収支 6,991,033,563

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,271,980,409

    公共施設等整備費支出 4,772,417,975

    基金積立金支出 1,449,562,434

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,447,110,781

    国県等補助金収入 1,414,691,875

    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 1,207,378

    その他の収入 -167,996,894

投資活動収支 -4,824,869,628

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,935,477,620

    地方債償還支出 7,348,238,454

    その他の支出 587,239,166

  財務活動収入 5,946,724,774

    地方債発行収入 5,220,900,000

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 4,676,153,125

    その他の収入 725,824,774

財務活動収支 -1,988,752,846

本年度資金収支額 177,411,089

前年度末資金残高 4,330,584,561

本年度末資金残高 4,507,995,650


