
【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 56,531,181,883   固定負債 12,871,530,530

    有形固定資産 49,977,228,082     地方債 11,464,985,221

      事業用資産 14,800,219,596     長期未払金 -

        土地 3,785,979,798     退職手当引当金 1,406,545,309

        立木竹 446,497,350     損失補償等引当金 -

        建物 25,908,382,220     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,030,543,391   流動負債 1,483,868,684

        工作物 2,753,472,797     １年内償還予定地方債 1,351,407,746

        工作物減価償却累計額 -2,101,774,098     未払金 -

        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 102,614,667

        航空機 -     預り金 29,846,271

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,355,399,214

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 38,204,920   固定資産等形成分 59,078,864,686

      インフラ資産 34,853,249,918   余剰分（不足分） -14,139,389,490

        土地 161,481,816

        建物 136,571,192

        建物減価償却累計額 -88,994,806

        工作物 70,160,386,769

        工作物減価償却累計額 -35,516,195,053

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 955,326,527

      物品減価償却累計額 -631,567,959

    無形固定資産 3,672,000

      ソフトウェア 3,672,000

      その他 -

    投資その他の資産 6,550,281,801

      投資及び出資金 3,283,977,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 3,145,920,000

      投資損失引当金 -39,500,000

      長期延滞債権 47,198,543

      長期貸付金 228,000,000

      基金 3,035,216,146

        減債基金 -

        その他 3,035,216,146

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,609,888

  流動資産 2,763,692,527

    現金預金 202,464,089

    未収金 15,017,318

    短期貸付金 23,725,000

    基金 2,523,957,803

      財政調整基金 2,475,235,864

      減債基金 48,721,939

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,471,683 純資産合計 44,939,475,196

資産合計 59,294,874,410 負債及び純資産合計 59,294,874,410

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 9,993,896,499

    業務費用 5,833,791,581

      人件費 1,932,101,170

        職員給与費 1,600,488,755

        賞与等引当金繰入額 102,614,667

        退職手当引当金繰入額 122,803,060

        その他 106,194,688

      物件費等 3,764,388,249

        物件費 1,404,853,730

        維持補修費 408,528,133

        減価償却費 1,951,006,386

        その他 -

      その他の業務費用 137,302,162

        支払利息 105,165,424

        徴収不能引当金繰入額 6,081,571

        その他 26,055,167

    移転費用 4,160,104,918

      補助金等 2,324,638,462

      社会保障給付 711,832,383

      他会計への繰出金 1,101,162,398

      その他 22,471,675

  経常収益 316,942,941

    使用料及び手数料 150,317,760

    その他 166,625,181

純経常行政コスト 9,676,953,558

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 9,674,518,160

    その他 -

  臨時利益 2,435,398

    資産売却益 2,435,398



【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 45,469,526,808 59,212,970,783 -13,743,443,975

  純行政コスト（△） -9,674,518,160 -9,674,518,160

  財源 9,117,967,548 9,117,967,548

    税収等 7,725,141,889 7,725,141,889

    国県等補助金 1,392,825,659 1,392,825,659

  本年度差額 -556,550,612 -556,550,612

  固定資産等の変動（内部変動） -160,605,097 160,605,097

    有形固定資産等の増加 1,368,024,536 -1,368,024,536

    有形固定資産等の減少 -1,951,088,615 1,951,088,615

    貸付金・基金等の増加 921,164,168 -921,164,168

    貸付金・基金等の減少 -498,705,186 498,705,186

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 26,499,000 26,499,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -530,051,612 -134,106,097 -395,945,515

本年度末純資産残高 44,939,475,196 59,078,864,686 -14,139,389,490

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 8,052,320,695

    業務費用支出 3,893,453,777

      人件費支出 1,948,867,159

      物件費等支出 1,821,192,839

      支払利息支出 105,165,424

      その他の支出 18,228,355

    移転費用支出 4,158,866,918

      補助金等支出 2,324,638,462

      社会保障給付支出 711,832,383

      他会計への繰出支出 1,101,162,398

      その他の支出 21,233,675

  業務収入 8,976,049,267

    税収等収入 7,723,198,459

    国県等補助金収入 939,289,756

    使用料及び手数料収入 150,331,060

    その他の収入 163,229,992

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 923,728,572

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,289,188,704

    公共施設等整備費支出 1,368,024,536

    基金積立金支出 695,414,168

    投資及び出資金支出 70,750,000

    貸付金支出 155,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 952,959,463

    国県等補助金収入 453,535,903

    基金取崩収入 363,203,933

    貸付金元金回収収入 133,702,000

    資産売却収入 2,517,627

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,336,229,241

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,489,773,273

    地方債償還支出 1,489,773,273

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,470,800,000

    地方債発行収入 1,470,800,000

前年度末歳計外現金残高 32,190,366

本年度歳計外現金増減額 -2,344,095

本年度末歳計外現金残高 29,846,271

本年度末現金預金残高 202,464,089

    その他の収入 -

財務活動収支 -18,973,273

本年度資金収支額 -431,473,942

前年度末資金残高 604,091,760

本年度末資金残高 172,617,818


