
【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 25,466,715,810 固定負債 11,386,681,935

有形固定資産 22,829,436,880 地方債 10,375,250,864

事業用資産 8,772,166,763 長期未払金 -

土地 2,007,487,660 退職手当引当金 1,011,431,071

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 17,547,633,324 その他 -

建物減価償却累計額 -11,031,277,258 流動負債 1,319,222,156

工作物 796,321,295 １年内償還予定地方債 1,167,150,710

工作物減価償却累計額 -558,636,258 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 117,642,521

航空機 - 預り金 34,428,925

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 負債合計 12,705,904,091

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 10,638,000 固定資産等形成分 28,582,875,067

インフラ資産 13,983,519,143 余剰分（不足分） -12,489,509,034

土地 69,756,202

建物 171,573,200

建物減価償却累計額 -92,698,428

工作物 39,477,736,054

工作物減価償却累計額 -25,715,289,424

その他 150,000,000

その他減価償却累計額 -140,445,950

建設仮勘定 62,887,489

物品 482,435,352

物品減価償却累計額 -408,684,378

無形固定資産 12,575,020

ソフトウェア 12,575,020

その他 -

投資その他の資産 2,624,703,910

投資及び出資金 366,184,856

有価証券 47,010,000

出資金 319,174,856

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 55,191,986

長期貸付金 -

基金 2,205,871,708

減債基金 -

その他 2,205,871,708

その他 -

徴収不能引当金 -2,544,640

流動資産 3,332,554,314

現金預金 203,832,888

未収金 13,978,236

短期貸付金 -

基金 3,116,159,257

財政調整基金 1,229,442,935

減債基金 1,886,716,322

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 -1,416,067 純資産合計 16,093,366,033

資産合計 28,799,270,124 負債及び純資産合計 28,799,270,124

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

その他 -

純行政コスト 7,117,906,820

その他 337,144

臨時利益 7,135,246

資産売却益 7,135,246

資産除売却損 31,338,146

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,939,311,816

臨時損失 185,730,250

災害復旧事業費 154,054,960

経常収益 338,981,172

使用料及び手数料 153,699,497

その他 185,281,675

社会保障給付 637,238,182

他会計への繰出金 947,580,370

その他 2,959,420

その他 35,359,586

移転費用 3,496,453,918

補助金等 1,908,675,946

その他の業務費用 121,540,559

支払利息 83,606,665

徴収不能引当金繰入額 2,574,308

維持補修費 190,559,835

減価償却費 1,024,645,749

その他 1,914,473

その他 245,008,058

物件費等 1,935,815,982

物件費 718,695,925

職員給与費 1,361,831,950

賞与等引当金繰入額 117,642,521

退職手当引当金繰入額 -

経常費用 7,278,292,988

業務費用 3,781,839,070

人件費 1,724,482,529

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



【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 16,420,176,726 28,416,344,042 -11,996,167,316

純行政コスト（△） -7,117,906,820 -7,117,906,820

財源 6,759,453,412 6,759,453,412

税収等 5,631,125,941 5,631,125,941

国県等補助金 1,128,327,471 1,128,327,471

本年度差額 -358,453,408 -358,453,408

固定資産等の変動（内部変動） 70,062,883 -70,062,883

有形固定資産等の増加 1,294,888,950 -1,294,888,950

有形固定資産等の減少 -1,124,899,536 1,124,899,536

貸付金・基金等の増加 16,215,869 -16,215,869

貸付金・基金等の減少 -116,142,400 116,142,400

資産評価差額 31,642,715 31,642,715

無償所管換等 - -

その他 - 64,825,427 -64,825,427

本年度純資産変動額 -326,810,693 166,531,025 -493,341,718

本年度末純資産残高 16,093,366,033 28,582,875,067 -12,489,509,034

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 25,221,538

本年度歳計外現金増減額 9,207,387

本年度末歳計外現金残高 34,428,925

本年度末現金預金残高 203,832,888

その他の収入 -

財務活動収支 396,821,318

本年度資金収支額 -212,660,321

前年度末資金残高 382,064,284

本年度末資金残高 169,403,963

財務活動支出 1,090,678,682

地方債償還支出 1,090,678,682

その他の支出 -

財務活動収入 1,487,500,000

地方債発行収入 1,487,500,000

貸付金元金回収収入 269,000

資産売却収入 8,304,735

その他の収入 -

投資活動収支 -943,636,397

【財務活動収支】

貸付金支出 -

その他の支出 -

投資活動収入 367,468,422

国県等補助金収入 242,752,287

基金取崩収入 116,142,400

【投資活動収支】

投資活動支出 1,311,104,819

公共施設等整備費支出 1,294,888,950

基金積立金支出 16,215,869

投資及び出資金支出 -

臨時支出 154,054,960

災害復旧事業費支出 154,054,960

その他の支出 -

臨時収入 144,894,739

業務活動収支 334,154,758

業務収入 6,592,707,112

税収等収入 5,629,952,057

国県等補助金収入 740,680,445

使用料及び手数料収入 154,016,845

その他の収入 68,057,765

移転費用支出 3,496,453,918

補助金等支出 1,908,675,946

社会保障給付支出 637,238,182

他会計への繰出支出 947,580,370

その他の支出 2,959,420

業務費用支出 2,752,938,215

人件費支出 1,724,385,846

物件費等支出 920,300,325

支払利息支出 83,606,665

その他の支出 24,645,379

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 6,249,392,133


