
【様式第1号】

【一般会計等】 （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 113,686,748,119   固定負債 15,120,170,130

    有形固定資産 109,909,460,421     地方債 12,692,323,895

      事業用資産 17,765,992,829     長期未払金 -

        土地 2,914,021,961     退職手当引当金 2,426,383,255

        立木竹 3,975,881,196     損失補償等引当金 -

        建物 28,612,503,611     その他 1,462,980

        建物減価償却累計額 -18,251,740,005   流動負債 2,017,188,127

        工作物 1,854,733,432     １年内償還予定地方債 1,823,335,241

        工作物減価償却累計額 -1,354,987,446     未払金 3,418,700

        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 100,844,651

        航空機 -     預り金 88,460,935

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,128,600

        その他 - 負債合計 17,137,358,257

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,580,080   固定資産等形成分 115,452,511,904

      インフラ資産 91,858,707,039   余剰分（不足分） -16,694,730,705

        土地 178,078,212

        建物 263,796,000

        建物減価償却累計額 -263,795,990

        工作物 189,858,122,479

        工作物減価償却累計額 -98,261,408,582

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,914,920

      物品 1,381,324,781

      物品減価償却累計額 -1,096,564,228

    無形固定資産 10,597,920

      ソフトウェア 10,597,920

      その他 -

    投資その他の資産 3,766,689,778

      投資及び出資金 428,541,600

        有価証券 581,600

        出資金 427,960,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 34,858,028

      長期貸付金 -

      基金 3,304,890,853

        減債基金 605,173,860

        その他 2,699,716,993

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,600,703

  流動資産 2,208,391,337

    現金預金 436,041,348

    未収金 6,952,402

    短期貸付金 -

    基金 1,765,763,785

      財政調整基金 609,560,785

      減債基金 1,156,203,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -366,198 純資産合計 98,757,781,199

資産合計 115,895,139,456 負債及び純資産合計 115,895,139,456

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【一般会計等】 （単位：円）

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 13,298,888,309

    業務費用 8,469,013,368

      人件費 1,850,274,034

        職員給与費 1,534,840,809

        賞与等引当金繰入額 100,844,651

        退職手当引当金繰入額 68,108,805

        その他 146,479,769

      物件費等 6,429,203,331

        物件費 1,821,306,979

        維持補修費 249,538,111

        減価償却費 4,352,271,221

        その他 6,087,020

      その他の業務費用 189,536,003

        支払利息 127,295,461

        徴収不能引当金繰入額 1,895,560

        その他 60,344,982

    移転費用 4,829,874,941

      補助金等 2,404,042,239

      社会保障給付 1,228,137,479

      他会計への繰出金 1,184,838,157

      その他 12,857,066

  経常収益 644,107,584

    使用料及び手数料 397,726,366

    その他 246,381,218

純経常行政コスト 12,654,780,725

  臨時損失 44,863,288

    災害復旧事業費 41,986,080

    資産除売却損 2,877,208

    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 12,688,445,436

    その他 -

  臨時利益 11,198,577

    資産売却益 11,198,577



【様式第3号】

【一般会計等】 （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 101,450,447,342 118,970,482,050 -17,520,034,708

  純行政コスト（△） -12,688,445,436 -12,688,445,436

  財源 9,992,014,933 9,992,014,933

    税収等 8,144,325,982 8,144,325,982

    国県等補助金 1,847,688,951 1,847,688,951

  本年度差額 -2,696,430,503 -2,696,430,503

  固定資産等の変動（内部変動） -3,504,959,326 3,504,959,326

    有形固定資産等の増加 604,396,018 -604,396,018

    有形固定資産等の減少 -4,357,392,429 4,357,392,429

    貸付金・基金等の増加 414,910,329 -414,910,329

    貸付金・基金等の減少 -166,873,244 166,873,244

  資産評価差額 14,360 14,360

  無償所管換等 3,750,000 3,750,000

  その他 - -16,775,180 16,775,180

  本年度純資産変動額 -2,692,666,143 -3,517,970,146 825,304,003

本年度末純資産残高 98,757,781,199 115,452,511,904 -16,694,730,705

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】

【一般会計等】 （単位：円）

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 8,862,795,184

    業務費用支出 4,031,844,343

      人件費支出 1,782,286,724

      物件費等支出 2,093,824,463

      支払利息支出 127,295,461

      その他の支出 28,437,695

    移転費用支出 4,830,950,841

      補助金等支出 2,404,042,239

      社会保障給付支出 1,228,137,479

      他会計への繰出支出 1,184,838,157

      その他の支出 13,932,966

  業務収入 10,344,812,875

    税収等収入 8,131,229,015

    国県等補助金収入 1,569,732,163

    使用料及び手数料収入 397,506,702

    その他の収入 246,344,995

  臨時支出 42,742,080

    災害復旧事業費支出 41,986,080

    その他の支出 756,000

  臨時収入 36,274,290

業務活動収支 1,475,549,901

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,017,103,147

    公共施設等整備費支出 602,192,818

    基金積立金支出 412,910,329

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 435,292,022

    国県等補助金収入 253,284,201

    基金取崩収入 164,330,000

    貸付金元金回収収入 2,543,244

    資産売却収入 14,198,577

    その他の収入 936,000

投資活動収支 -581,811,125

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,868,283,030

    地方債償還支出 1,866,832,734

    その他の支出 1,450,296

  財務活動収入 961,700,000

    地方債発行収入 961,700,000

前年度末歳計外現金残高 88,440,614

本年度歳計外現金増減額 20,321

本年度末歳計外現金残高 88,460,935

本年度末現金預金残高 436,041,348

    その他の収入 -

財務活動収支 -906,583,030

本年度資金収支額 -12,844,254

前年度末資金残高 360,424,667

本年度末資金残高 347,580,413


