
【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 237,185,441,250   固定負債 82,195,050,369

    有形固定資産 223,773,520,823     地方債 65,465,338,979

      事業用資産 93,456,965,053     長期未払金 42,974,896

        土地 47,587,978,587     退職手当引当金 8,502,059,853

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 98,905,117,261     その他 8,184,676,641

        建物減価償却累計額 -56,770,576,995   流動負債 9,024,012,316

        工作物 2,795,625,411     １年内償還予定地方債 7,233,963,890

        工作物減価償却累計額 -1,827,561,534     未払金 651,288,724

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 14,264,568

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 734,623,394

        航空機 -     預り金 150,945,396

        航空機減価償却累計額 -     その他 238,926,344

        その他 2,748,667 負債合計 91,219,062,685

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,735,648,450   固定資産等形成分 243,667,854,580

      インフラ資産 124,073,380,902   余剰分（不足分） -85,365,062,305

        土地 12,466,811,078

        建物 4,524,398,778

        建物減価償却累計額 -1,336,090,562

        工作物 246,101,008,254

        工作物減価償却累計額 -140,237,452,288

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,554,705,642

      物品 22,524,503,551

      物品減価償却累計額 -16,281,328,683

    無形固定資産 164,426,022

      ソフトウェア 160,693,422

      その他 3,732,600

    投資その他の資産 13,247,494,405

      投資及び出資金 1,165,106,000

        有価証券 -

        出資金 1,165,106,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,793,728,102

      長期貸付金 22,156,217

      基金 10,369,109,752

        減債基金 -

        その他 10,369,109,752

      その他 946,000

      徴収不能引当金 -103,551,666

  流動資産 12,336,413,710

    現金預金 4,492,546,734

    未収金 1,373,066,850

    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 30,356,379

    その他 -

    徴収不能引当金 -41,969,583 純資産合計 158,302,792,275

資産合計 249,521,854,960 負債及び純資産合計 249,521,854,960

全体貸借対照表
（平成29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28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 64,474,309,775

    業務費用 31,754,295,050

      人件費 11,429,745,946

        職員給与費 8,978,422,384

        賞与等引当金繰入額 731,369,606

        退職手当引当金繰入額 726,281,385

        その他 993,672,571

      物件費等 18,579,933,539

        物件費 9,438,140,535

        維持補修費 920,790,811

        減価償却費 8,208,205,071

        その他 12,797,122

      その他の業務費用 1,744,615,565

        支払利息 915,784,379

        徴収不能引当金繰入額 116,869,035

        その他 711,962,151

    移転費用 32,720,014,725

      補助金等 24,618,761,079

      社会保障給付 6,899,388,091

      他会計への繰出金 1,149,316,987

      その他 52,548,568

  経常収益 7,956,289,024

    使用料及び手数料 6,447,529,988

    その他 1,508,759,036

純経常行政コスト 56,518,020,751

  臨時損失 708,248,878

    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 311,918,689

純行政コスト 56,897,081,280

    その他 414,110,610

  臨時利益 329,188,349

    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 160,078,298,624 245,984,745,073 -85,906,446,449

  純行政コスト（△） -56,897,081,280 -56,897,081,280

  財源 55,493,653,781 55,493,653,781

    税収等 41,108,826,336 41,108,826,336

    国県等補助金 14,384,827,445 14,384,827,445

  本年度差額 -1,403,427,499 -1,403,427,499

  固定資産等の変動（内部変動） -1,929,993,533 1,929,993,533

    有形固定資産等の増加 5,871,875,705 -5,871,875,705

    有形固定資産等の減少 -8,528,122,960 8,528,122,960

    貸付金・基金等の増加 2,011,606,145 -2,011,606,145

    貸付金・基金等の減少 -1,285,352,423 1,285,352,423

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -386,896,960 -386,896,960

  その他 14,818,110 - 14,818,110

  本年度純資産変動額 -1,775,506,349 -2,316,890,493 541,384,144

本年度末純資産残高 158,302,792,275 243,667,854,580 -85,365,062,305

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 55,645,414,493

    業務費用支出 22,925,399,768

      人件費支出 11,105,476,721

      物件費等支出 10,238,000,155

      支払利息支出 915,784,379

      その他の支出 666,138,513

    移転費用支出 32,720,014,725

      補助金等支出 24,618,761,079

      社会保障給付支出 6,899,388,091

      他会計への繰出支出 1,149,316,987

      その他の支出 52,548,568

  業務収入 62,438,040,189

    税収等収入 41,119,901,796

    国県等補助金収入 13,405,816,503

    使用料及び手数料収入 6,406,560,204

    その他の収入 1,505,761,686

  臨時支出 450,458,988

    災害復旧事業費支出 103,146,984

    その他の支出 347,312,004

  臨時収入 344,230,263

業務活動収支 6,686,396,971

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,657,183,096

    公共施設等整備費支出 5,974,274,561

    基金積立金支出 1,327,258,535

    投資及び出資金支出 15,350,000

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 300,000

  投資活動収入 1,501,880,834

    国県等補助金収入 575,290,655

    基金取崩収入 726,542,947

    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 41,132,133

投資活動収支 -6,155,302,262

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,011,217,456

    地方債償還支出 7,703,284,294

    その他の支出 307,933,162

  財務活動収入 7,318,900,020

    地方債発行収入 7,108,761,000

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 4,492,546,734

    その他の収入 210,139,020

財務活動収支 -692,317,436

本年度資金収支額 -161,222,727

前年度末資金残高 4,507,995,650

本年度末資金残高 4,346,772,923


