
【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 74,760,679,881  固定負債 19,944,859,990

    有形固定資産 68,050,688,335    地方債 18,139,656,126

      事業用資産 20,023,736,146    長期未払金 -

        土地 4,158,925,037    退職手当引当金 1,805,203,864

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 38,014,741,343    その他 -

        建物減価償却累計額 -22,761,541,115  流動負債 2,229,482,011

        工作物 129,231,041    １年内償還予定地方債 2,032,996,431

        工作物減価償却累計額 -    未払金 -

        船舶 19,692,759    未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -    前受金 -

        浮標等 24,514,000    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -24,513,999    賞与等引当金 122,059,607

        航空機 -    預り金 74,425,973

        航空機減価償却累計額 -    その他 -

        その他 -負債合計 22,174,342,001

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 462,687,080  固定資産等形成分 78,657,676,741

      インフラ資産 47,715,516,748  余剰分（不足分） -21,675,175,001

        土地 100,902,945

        建物 460,029,151

        建物減価償却累計額 -316,456,253

        工作物 135,527,992,168

        工作物減価償却累計額 -89,976,269,102

        その他 5,652,950,459

        その他減価償却累計額 -3,733,632,620

        建設仮勘定 -

      物品 1,647,865,166

      物品減価償却累計額 -1,336,429,725

    無形固定資産 90,438,920

      ソフトウェア 90,438,920

      その他 -

    投資その他の資産 6,619,552,626

      投資及び出資金 3,040,568,540

        有価証券 -

        出資金 318,458,259

        その他 2,722,110,281

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 184,552,850

      長期貸付金 110,000,000

      基金 3,286,881,824

        減債基金 -

        その他 3,286,881,824

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,450,588

  流動資産 4,396,163,860

    現金預金 475,814,748

    未収金 24,168,585

    短期貸付金 -

    基金 3,896,996,860

      財政調整基金 3,127,427,850

      減債基金 769,569,010

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -816,333純資産合計 56,982,501,740

資産合計 79,156,843,741負債及び純資産合計 79,156,843,741

貸借対照表（一般会計等）
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

行政コスト計算書（一般会計等）
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 12,643,046,719

    業務費用 7,596,200,663

      人件費 1,993,738,001

        職員給与費 1,428,811,025

        賞与等引当金繰入額 122,059,607

        退職手当引当金繰入額 176,070,644

        その他 266,796,725

      物件費等 5,425,117,418

        物件費 1,887,181,768

        維持補修費 219,953,669

        減価償却費 3,314,300,011

        その他 3,681,970

      その他の業務費用 177,345,244

        支払利息 147,819,719

        徴収不能引当金繰入額 3,266,921

        その他 26,258,604

    移転費用 5,046,846,056

      補助金等 2,543,418,585

      社会保障給付 1,004,653,506

      他会計への繰出金 1,493,127,678

      その他 5,646,287

  経常収益 478,249,141

    使用料及び手数料 357,840,703

    その他 120,408,438

純経常行政コスト 12,164,797,578

  臨時損失 44,317,230

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 33,426,289

    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 12,202,512,070

    その他 10,890,941

  臨時利益 6,602,738

    資産売却益 6,602,738



【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 57,289,944,615 77,590,366,068 -20,300,421,453

  純行政コスト（△） -12,202,512,070 -12,202,512,070

  財源 11,879,521,826 11,879,521,826

    税収等 10,188,441,073 10,188,441,073

    国県等補助金 1,691,080,753 1,691,080,753

  本年度差額 -322,990,244 -322,990,244

  固定資産等の変動（内部変動） 1,051,763,304 -1,051,763,304

    有形固定資産等の増加 3,797,419,826 -3,797,419,826

    有形固定資産等の減少 -3,576,751,062 3,576,751,062

    貸付金・基金等の増加 1,002,526,778 -1,002,526,778

    貸付金・基金等の減少 -171,432,238 171,432,238

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,547,369 15,547,369

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -307,442,875 1,067,310,673 -1,374,753,548

本年度末純資産残高 56,982,501,740 78,657,676,741 -21,675,175,001

純資産変動計算書（一般会計等）
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）

資金収支計算書（一般会計等）
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 9,312,221,444

    業務費用支出 4,265,375,388

      人件費支出 1,982,593,640

      物件費等支出 2,119,775,732

      支払利息支出 147,819,719

      その他の支出 15,186,297

    移転費用支出 5,046,846,056

      補助金等支出 2,543,418,585

      社会保障給付支出 1,004,653,506

      他会計への繰出支出 1,493,127,678

      その他の支出 5,646,287

  業務収入 11,903,688,287

    税収等収入 10,202,111,858

    国県等補助金収入 1,223,851,741

    使用料及び手数料収入 357,395,589

    その他の収入 120,329,099

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 5,647,000

業務活動収支 2,597,113,843

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,572,938,534

    公共施設等整備費支出 3,570,422,226

    基金積立金支出 860,923,265

    投資及び出資金支出 31,593,043

    貸付金支出 110,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 613,883,021

    国県等補助金収入 461,582,012

    基金取崩収入 123,671,109

    貸付金元金回収収入 20,000,000

    資産売却収入 8,629,900

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,959,055,513

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,441,017,450

    地方債償還支出 2,441,017,450

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,781,900,000

    地方債発行収入 3,781,900,000

前年度末歳計外現金残高 78,542,899

本年度歳計外現金増減額 -4,116,926

本年度末歳計外現金残高 74,425,973

本年度末現金預金残高 475,814,748

    その他の収入 -

財務活動収支 1,340,882,550

本年度資金収支額 -21,059,120

前年度末資金残高 422,447,895

本年度末資金残高 401,388,775


