
【一般会計等】 【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 30,384,992,729   固定負債 9,899,185,799

    有形固定資産 26,941,919,618     地方債 8,560,981,869

      事業用資産 18,436,608,467     長期未払金 -

        土地 4,374,508,921     退職手当引当金 1,338,203,930

        立木竹 186,169,394     損失補償等引当金 -

        建物 31,990,511,182     その他 -

        建物減価償却累計額 -18,729,253,137   流動負債 1,852,865,710

        工作物 959,342,801     １年内償還予定地方債 1,675,895,208

        工作物減価償却累計額 -420,285,274     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 106,472,641

        航空機 -     預り金 70,497,861

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 11,752,051,509

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 75,614,580   固定資産等形成分 33,158,101,729

      インフラ資産 8,203,068,188   余剰分（不足分） -6,622,342,664

        土地 3,121,762,494

        建物 693,154,630

        建物減価償却累計額 -535,732,049

        工作物 41,497,918,484

        工作物減価償却累計額 -36,584,307,251

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,271,880

      物品 2,035,266,981

      物品減価償却累計額 -1,733,024,018

    無形固定資産 5,283,360

      ソフトウェア 5,283,360

      その他 -

    投資その他の資産 3,437,789,751

      投資及び出資金 215,226,908

        有価証券 3,846,908

        出資金 211,380,000

        その他 -

      投資損失引当金 -14,679,617

      長期延滞債権 60,007,838

      長期貸付金 144,576,406

      基金 3,037,128,800

        減債基金 -

        その他 3,037,128,800

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,470,584

  流動資産 7,902,817,845

    現金預金 5,102,197,863

    未収金 29,725,534

    短期貸付金 -

    基金 2,773,109,000

      財政調整基金 2,072,522,000

      減債基金 700,587,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,214,552 純資産合計 26,535,759,065

資産合計 38,287,810,574 負債及び純資産合計 38,287,810,574

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【一般会計等】 【様式第2号】

（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 7,182,607,659

    業務費用 5,439,255,233

      人件費 1,811,213,125

        職員給与費 1,760,732,672

        賞与等引当金繰入額 13,924,666

        退職手当引当金繰入額 -54,717,164

        その他 91,272,951

      物件費等 3,523,027,461

        物件費 2,076,174,754

        維持補修費 200,133,545

        減価償却費 1,231,420,072

        その他 15,299,090

      その他の業務費用 105,014,647

        支払利息 80,566,409

        徴収不能引当金繰入額 386,056

        その他 24,062,182

    移転費用 1,743,352,426

      補助金等 749,058,246

      社会保障給付 991,547,893

      他会計への繰出金 -

      その他 2,746,287

  経常収益 481,923,631

    使用料及び手数料 273,691,330

    その他 208,232,301

純経常行政コスト 6,700,684,028

  臨時損失 24,551,506

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 9,871,889

    投資損失引当金繰入額 14,679,617

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 6,717,227,712

    その他 -

  臨時利益 8,007,822

    資産売却益 8,007,822



【一般会計等】 【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 23,569,547,621 33,266,927,257 -9,697,379,636

  純行政コスト（△） -6,717,227,712 -6,717,227,712

  財源 9,682,250,909 9,682,250,909

    税収等 8,000,381,191 8,000,381,191

    国県等補助金 1,681,869,718 1,681,869,718

  本年度差額 2,965,023,197 2,965,023,197

  固定資産等の変動（内部変動） -110,013,775 110,013,775

    有形固定資産等の増加 740,937,779 -740,937,779

    有形固定資産等の減少 -1,003,289,481 1,003,289,481

    貸付金・基金等の増加 176,147,000 -176,147,000

    貸付金・基金等の減少 -23,809,073 23,809,073

  資産評価差額 -9,817 -9,817

  無償所管換等 1,198,064 1,198,064

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,966,211,444 -108,825,528 3,075,036,972

本年度末純資産残高 26,535,759,065 33,158,101,729 -6,622,342,664

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



【一般会計等】 【様式第4号】

（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 5,991,912,039

    業務費用支出 4,248,559,613

      人件費支出 1,852,005,623

      物件費等支出 2,303,531,056

      支払利息支出 80,566,409

      その他の支出 12,456,525

    移転費用支出 1,743,352,426

      補助金等支出 749,058,246

      社会保障給付支出 991,547,893

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,746,287

  業務収入 10,139,447,707

    税収等収入 7,994,857,642

    国県等補助金収入 1,676,814,840

    使用料及び手数料収入 273,234,170

    その他の収入 194,541,055

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 12,551,000

業務活動収支 4,160,086,668

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,364,773,250

    公共施設等整備費支出 1,035,431,250

    基金積立金支出 183,502,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 145,840,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 167,336,358

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 3,000,000

    貸付金元金回収収入 155,218,073

    資産売却収入 9,118,285

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,197,436,892

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,325,302,994

    地方債償還支出 1,325,302,994

    その他の支出 -

  財務活動収入 824,000,000

    地方債発行収入 824,000,000

前年度末歳計外現金残高 54,332,104

本年度歳計外現金増減額 16,165,757

本年度末歳計外現金残高 70,497,861

本年度末現金預金残高 5,102,197,863

    その他の収入 -

財務活動収支 -501,302,994

本年度資金収支額 2,461,346,782

前年度末資金残高 2,570,353,220

本年度末資金残高 5,031,700,002
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