
【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 29,504,534,377 固定負債 7,986,663,398

有形固定資産 27,947,447,018 地方債 7,986,663,398

事業用資産 12,177,392,772 長期未払金 -

土地 6,805,384,212 退職手当引当金 -

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 16,989,989,552 その他 -

建物減価償却累計額 -11,775,273,402 流動負債 786,445,295

工作物 520,323,991 １年内償還予定地方債 691,293,124

工作物減価償却累計額 -403,031,581 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 86,461,535

航空機 - 預り金 8,690,636

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 負債合計 8,773,108,693

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 40,000,000 固定資産等形成分 30,446,731,676

インフラ資産 15,721,219,866 余剰分（不足分） -8,026,375,435

土地 4,778,020,462

建物 1,830,456,401

建物減価償却累計額 -892,044,207

工作物 24,584,611,357

工作物減価償却累計額 -14,964,751,916

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 384,927,769

物品 586,803,128

物品減価償却累計額 -537,968,748

無形固定資産 31,093,641

ソフトウェア 31,093,641

その他 -

投資その他の資産 1,525,993,718

投資及び出資金 167,145,000

有価証券 -

出資金 24,245,000

その他 142,900,000

投資損失引当金 -9,990,000

長期延滞債権 92,256,030

長期貸付金 181,958,600

基金 758,065,908

減債基金 3,511,695

その他 754,554,213

その他 354,715,538

徴収不能引当金 -18,157,358

流動資産 1,688,930,557

現金預金 716,196,331

未収金 37,610,734

短期貸付金 8,000,000

基金 934,197,299

財政調整基金 934,197,299

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 -7,073,807 純資産合計 22,420,356,241

資産合計 31,193,464,934 負債及び純資産合計 31,193,464,934

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 8,506,474,241

その他 -

臨時利益 -

資産売却益 -

資産除売却損 22,107,190

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 8,484,367,051

臨時損失 22,107,190

災害復旧事業費 -

経常収益 316,430,061

使用料及び手数料 68,428,629

その他 248,001,432

社会保障給付 1,211,062,818

他会計への繰出金 1,538,531,733

その他 9,930,181

その他 49,377,535

移転費用 4,492,815,304

補助金等 1,733,290,572

その他の業務費用 140,963,699

支払利息 85,806,911

徴収不能引当金繰入額 5,779,253

維持補修費 57,095,403

減価償却費 882,698,134

その他 17,452,660

その他 243,821,739

物件費等 2,595,729,845

物件費 1,638,483,648

職員給与費 1,241,004,990

賞与等引当金繰入額 86,461,535

退職手当引当金繰入額 -

経常費用 8,800,797,112

業務費用 4,307,981,808

人件費 1,571,288,264

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 22,751,199,021 30,898,896,302 -8,147,697,281

純行政コスト（△） -8,506,474,241 -8,506,474,241

財源 8,216,118,834 8,216,118,834

税収等 6,708,580,524 6,708,580,524

国県等補助金 1,507,538,310 1,507,538,310

本年度差額 -290,355,407 -290,355,407

固定資産等の変動（内部変動） -389,765,417 389,765,417

有形固定資産等の増加 369,962,149 -369,962,149

有形固定資産等の減少 -905,576,864 905,576,864

貸付金・基金等の増加 487,304,458 -487,304,458

貸付金・基金等の減少 -341,455,160 341,455,160

資産評価差額 - -

無償所管換等 105,258,501 105,258,501

その他 -145,745,874 -167,657,710 21,911,836

本年度純資産変動額 -330,842,780 -452,164,626 121,321,846

本年度末純資産残高 22,420,356,241 30,446,731,676 -8,026,375,435

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 10,876,333

本年度歳計外現金増減額 -2,185,697

本年度末歳計外現金残高 8,690,636

本年度末現金預金残高 716,196,331

その他の収入 -

財務活動収支 -117,225,417

本年度資金収支額 5,599,236

前年度末資金残高 701,906,459

本年度末資金残高 707,505,695

財務活動支出 668,957,417

地方債償還支出 668,957,417

その他の支出 -

財務活動収入 551,732,000

地方債発行収入 551,732,000

貸付金元金回収収入 8,000,000

資産売却収入 4,445,965

その他の収入 -

投資活動収支 -429,403,497

【財務活動収支】

貸付金支出 8,000,000

その他の支出 -

投資活動収入 427,863,110

国県等補助金収入 81,961,985

基金取崩収入 333,455,160

【投資活動収支】

投資活動支出 857,266,607

公共施設等整備費支出 369,962,149

基金積立金支出 479,304,458

投資及び出資金支出 -

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 552,228,150

業務収入 8,466,420,353

税収等収入 6,725,437,206

国県等補助金収入 1,425,576,325

使用料及び手数料収入 68,428,629

その他の収入 246,978,193

移転費用支出 4,492,815,304

補助金等支出 1,733,290,572

社会保障給付支出 1,211,062,818

他会計への繰出支出 1,538,531,733

その他の支出 9,930,181

業務費用支出 3,421,376,899

人件費支出 1,573,926,900

物件費等支出 1,713,031,711

支払利息支出 85,806,911

その他の支出 48,611,377

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 7,914,192,203


