
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 47,141,403,663   固定負債 11,927,011,954

    有形固定資産 45,583,487,029     地方債 9,986,923,437

      事業用資産 26,504,775,923     長期未払金 -

        土地 17,161,629,759     退職手当引当金 1,881,600,124

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 19,843,078,174     その他 58,488,393

        建物減価償却累計額 -10,570,871,239   流動負債 1,574,431,103

        工作物 453,532,239     １年内償還予定地方債 1,142,125,232

        工作物減価償却累計額 -382,593,010     未払金 152,270,850

        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 108,290,112

        航空機 -     預り金 131,940,997

        航空機減価償却累計額 -     その他 39,803,912

        その他 - 負債合計 13,501,443,057

        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 49,064,775,255

      インフラ資産 18,747,717,572   余剰分（不足分） -12,457,923,044

        土地 15,221,257,580

        建物 837,140,045

        建物減価償却累計額 -630,342,227

        工作物 15,642,343,912

        工作物減価償却累計額 -12,322,681,738

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 799,253,221

      物品減価償却累計額 -468,259,687

    無形固定資産 69,611,594

      ソフトウェア 69,041,894

      その他 569,700

    投資その他の資産 1,488,305,040

      投資及び出資金 134,670,750

        有価証券 -

        出資金 134,670,750

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 90,246,897

      長期貸付金 -

      基金 1,268,790,516

        減債基金 208,282,289

        その他 1,060,508,227

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,403,123

  流動資産 2,966,891,605

    現金預金 1,009,739,677

    未収金 13,185,022

    短期貸付金 -

    基金 1,923,371,592

      財政調整基金 1,923,371,592

      減債基金 -

    棚卸資産 21,384,707

    その他 -

    徴収不能引当金 -789,393 純資産合計 36,606,852,211

資産合計 50,108,295,268 負債及び純資産合計 50,108,295,268

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

  経常費用 9,508,975,700

    業務費用 5,934,849,178

      人件費 1,811,269,652

        職員給与費 1,341,192,714

        賞与等引当金繰入額 108,290,112

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 361,786,826

      物件費等 3,958,587,703

        物件費 2,852,981,694

        維持補修費 400,768,201

        減価償却費 702,434,888

        その他 2,402,920

      その他の業務費用 164,991,823

        支払利息 110,933,622

        徴収不能引当金繰入額 6,192,516

        その他 47,865,685

    移転費用 3,574,126,522

      補助金等 1,563,388,012

      社会保障給付 1,367,485,803

      他会計への繰出金 642,071,518

      その他 1,181,189

  経常収益 1,083,911,708

    使用料及び手数料 215,402,540

    その他 868,509,168

純経常行政コスト 8,425,063,992

  臨時損失 864,005

    災害復旧事業費 864,000

    資産除売却損 5

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 8,422,862,319

    その他 -

  臨時利益 3,065,678

    資産売却益 3,065,678



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 35,096,872,301 47,902,809,741 -12,805,937,440

  純行政コスト（△） -8,422,862,319 -8,422,862,319

  財源 9,430,534,843 9,430,534,843

    税収等 7,520,963,896 7,520,963,896

    国県等補助金 1,909,570,947 1,909,570,947

  本年度差額 1,007,672,524 1,007,672,524

  固定資産等の変動（内部変動） 659,658,128 -659,658,128

    有形固定資産等の増加 1,976,043,591 -1,976,043,591

    有形固定資産等の減少 -1,328,110,701 1,328,110,701

    貸付金・基金等の増加 140,600,056 -140,600,056

    貸付金・基金等の減少 -128,874,818 128,874,818

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 502,307,386 502,307,386

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,509,979,910 1,161,965,514 348,014,396

本年度末純資産残高 36,606,852,211 49,064,775,255 -12,457,923,044

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,796,122,320

    業務費用支出 5,221,995,798

      人件費支出 1,806,666,572

      物件費等支出 3,265,530,283

      支払利息支出 110,933,622

      その他の支出 38,865,321

    移転費用支出 3,574,126,522

      補助金等支出 1,563,388,012

      社会保障給付支出 1,367,485,803

      他会計への繰出支出 642,071,518

      その他の支出 1,181,189

  業務収入 9,406,029,607

    税収等収入 7,528,216,037

    国県等補助金収入 1,523,696,570

    使用料及び手数料収入 215,550,040

    その他の収入 138,566,960

  臨時支出 864,000

    災害復旧事業費支出 864,000

    その他の支出 -

  臨時収入 186,128,789

業務活動収支 795,172,076

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,459,688,652

    公共施設等整備費支出 1,329,142,125

    基金積立金支出 44,275,640

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 653,870

    その他の支出 85,617,017

  投資活動収入 713,887,559

    国県等補助金収入 199,745,588

    基金取崩収入 20,148,323

    貸付金元金回収収入 653,870

    資産売却収入 3,065,680

    その他の収入 490,274,098

投資活動収支 -745,801,093

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,173,711,310

    地方債償還支出 1,131,616,408

    その他の支出 42,094,902

  財務活動収入 1,246,100,000

    地方債発行収入 1,246,100,000

前年度末歳計外現金残高 126,651,089

本年度歳計外現金増減額 5,289,908

本年度末歳計外現金残高 131,940,997

本年度末現金預金残高 1,009,739,677

    その他の収入 -

財務活動収支 72,388,690

本年度資金収支額 121,759,673

前年度末資金残高 756,039,007

本年度末資金残高 877,798,680


