
【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 194,191,136,999   固定負債 58,118,538,008

    有形固定資産 179,403,838,795     地方債 50,080,807,535

      事業用資産 91,128,763,539     長期未払金 42,974,896

        土地 46,882,366,382     退職手当引当金 7,994,755,577

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 94,304,826,421     その他 -

        建物減価償却累計額 -53,725,928,563   流動負債 6,824,527,976

        工作物 2,491,453,347     １年内償還予定地方債 5,971,510,280

        工作物減価償却累計額 -1,590,198,938     未払金 23,681,406

        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 576,803,909

        航空機 -     預り金 145,773,811

        航空機減価償却累計額 -     その他 106,758,570

        その他 - 負債合計 64,943,065,984

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,735,648,450   固定資産等形成分 200,673,550,329

      インフラ資産 86,409,228,999   余剰分（不足分） -63,609,663,005

        土地 9,782,232,260

        建物 294,884,740

        建物減価償却累計額 -154,362,807

        工作物 198,269,981,711

        工作物減価償却累計額 -123,673,506,905

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,890,000,000

      物品 8,987,876,592

      物品減価償却累計額 -7,122,030,335

    無形固定資産 110,722,159

      ソフトウェア 110,722,159

      その他 -

    投資その他の資産 14,676,576,045

      投資及び出資金 3,791,396,000

        有価証券 -

        出資金 3,791,396,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,484,087,852

      長期貸付金 322,156,217

      基金 9,153,518,521

        減債基金 -

        その他 9,153,518,521

      その他 -

      徴収不能引当金 -74,582,545

  流動資産 7,815,816,309

    現金預金 1,137,755,398

    未収金 213,082,426

    短期貸付金 304,771,536

    基金 6,177,641,794

      財政調整基金 6,070,532,966

      減債基金 107,108,828

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,434,845 純資産合計 137,063,887,324

資産合計 202,006,953,308 負債及び純資産合計 202,006,953,308

一般会計等貸借対照表
（平成29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28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 38,350,795,610

    業務費用 23,603,004,208

      人件費 8,784,022,701

        職員給与費 6,776,839,591

        賞与等引当金繰入額 576,803,909

        退職手当引当金繰入額 601,245,528

        その他 829,133,673

      物件費等 13,869,215,499

        物件費 6,795,451,718

        維持補修費 738,950,447

        減価償却費 6,322,982,062

        その他 11,831,272

      その他の業務費用 949,766,008

        支払利息 535,353,275

        徴収不能引当金繰入額 71,772,733

        その他 342,640,000

    移転費用 14,747,791,402

      補助金等 3,482,895,947

      社会保障給付 6,899,388,091

      他会計への繰出金 4,341,603,396

      その他 23,903,968

  経常収益 1,622,945,980

    使用料及び手数料 557,116,081

    その他 1,065,829,899

純経常行政コスト 36,727,849,630

  臨時損失 449,087,114

    災害復旧事業費 103,146,984

    資産除売却損 190,991,284

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 306,207,581

純行政コスト 36,853,459,503

    その他 154,948,846

  臨時利益 323,477,241

    資産売却益 17,269,660



【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 138,883,921,239 201,315,112,830 -62,431,191,591

  純行政コスト（△） -36,853,459,503 -36,853,459,503

  財源 35,420,322,548 35,420,322,548

    税収等 28,113,996,818 28,113,996,818

    国県等補助金 7,306,325,730 7,306,325,730

  本年度差額 -1,433,136,955 -1,433,136,955

  固定資産等の変動（内部変動） -254,665,541 254,665,541

    有形固定資産等の増加 5,411,800,402 -5,411,800,402

    有形固定資産等の減少 -6,638,674,471 6,638,674,471

    貸付金・基金等の増加 1,799,511,147 -1,799,511,147

    貸付金・基金等の減少 -827,302,619 827,302,619

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -386,896,960 -386,896,960

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,820,033,915 -641,562,501 -1,178,471,414

本年度末純資産残高 137,063,887,324 200,673,550,329 -63,609,663,005

一般会計等純資産変動計算書
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）

一般会計等資金収支計算書
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 31,761,158,058

    業務費用支出 17,013,366,656

      人件費支出 8,603,904,499

      物件費等支出 7,562,596,109

      支払利息支出 535,353,275

      その他の支出 311,512,773

    移転費用支出 14,747,791,402

      補助金等支出 3,482,895,947

      社会保障給付支出 6,899,388,091

      他会計への繰出支出 4,341,603,396

      その他の支出 23,903,968

  業務収入 36,468,274,444

    税収等収入 28,155,854,548

    国県等補助金収入 6,700,824,095

    使用料及び手数料収入 547,288,334

    その他の収入 1,064,307,467

  臨時支出 191,297,224

    災害復旧事業費支出 103,146,984

    その他の支出 88,150,240

  臨時収入 339,953,161

業務活動収支 4,855,772,323

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,029,562,962

    公共施設等整備費支出 5,435,464,600

    基金積立金支出 1,161,448,362

    投資及び出資金支出 92,650,000

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,160,550,101

    国県等補助金収入 571,756,055

    基金取崩収入 429,878,947

    貸付金元金回収収入 83,742,920

    資産売却収入 75,172,179

    その他の収入 -

投資活動収支 -5,869,012,861

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,291,780,658

    地方債償還支出 6,131,927,919

    その他の支出 159,852,739

  財務活動収入 6,927,494,450

    地方債発行収入 6,842,261,000

前年度末歳計外現金残高 168,157,475

本年度歳計外現金増減額 -22,383,664

本年度末歳計外現金残高 145,773,811

本年度末現金預金残高 1,137,755,398

    その他の収入 85,233,450

財務活動収支 635,713,792

本年度資金収支額 -377,526,746

前年度末資金残高 1,369,508,333

本年度末資金残高 991,981,587


