
【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 34,257,743,671 固定負債 10,683,107,707

有形固定資産 32,488,101,703 地方債等 9,090,630,149

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 1,592,477,558

建物減価償却累計額 -11,775,273,402 流動負債 1,002,067,650

工作物 520,323,991 １年内償還予定地方債等 823,050,429

工作物減価償却累計額 -403,031,581 未払金 52,059,236

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 76,734

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 98,556,024

航空機 - 預り金 28,325,227

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 負債合計 11,685,175,357

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 35,199,940,970

インフラ資産 20,259,810,450 余剰分（不足分） -9,193,255,838

土地 4,924,667,575 他団体出資等分 -

建物 2,127,041,829

建物減価償却累計額 -1,024,270,791

工作物 31,996,919,818

工作物減価償却累計額 -18,706,368,649

その他 2,034,712,195

その他減価償却累計額 -1,515,126,333

建設仮勘定 422,234,806

物品 608,096,838

物品減価償却累計額 -557,198,357

無形固定資産 31,330,441

ソフトウェア 31,093,641

その他 236,800

投資その他の資産 1,738,311,527

投資及び出資金 24,245,000

有価証券 -

出資金 24,245,000

その他 -

投資損失引当金 -9,990,000

長期延滞債権 219,648,644

長期貸付金 181,958,600

基金 1,022,343,517

減債基金 3,511,695

その他 1,018,831,822

その他 354,715,538

徴収不能引当金 -54,609,772

流動資産 3,434,116,818

現金預金 2,322,039,885

未収金 191,139,681

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 3,196,570

その他 -

徴収不能引当金 -24,456,617

繰延資産 - 純資産合計 26,006,685,132

資産合計 37,691,860,489 負債及び純資産合計 37,691,860,489

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
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 15,761,378,324

業務費用 5,294,300,706

人件費 1,758,626,325

職員給与費 1,397,280,432

賞与等引当金繰入額 98,556,024

退職手当引当金繰入額 -

その他 262,789,869

物件費等 3,267,797,148

物件費 2,053,346,538

維持補修費 66,755,333

減価償却費 1,123,176,914

その他 24,518,363

その他の業務費用 267,877,233

支払利息 126,185,477

徴収不能引当金繰入額 29,387,703

その他 112,304,053

移転費用 10,467,077,618

補助金等 8,760,348,336

社会保障給付 1,222,025,008

その他 484,704,274

経常収益 1,093,214,848

使用料及び手数料 820,063,458

その他 273,151,390

純経常行政コスト 14,668,163,476

臨時損失 24,539,260

災害復旧事業費 -

資産除売却損 24,526,390

損失補償等引当金繰入額 -

その他 12,870

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト 14,692,702,736



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 26,097,760,250 35,744,966,095 -9,647,205,845 -

純行政コスト（△） -14,692,702,736 -14,692,702,736 -

財源 14,642,114,991 14,642,114,991 -

税収等 11,438,855,969 11,438,855,969 -

国県等補助金 3,203,259,022 3,203,259,022 -

本年度差額 -50,587,745 -50,587,745 -

固定資産等の変動（内部変動） -505,026,232 505,026,232

有形固定資産等の増加 499,548,228 -499,548,228

有形固定資産等の減少 -1,150,423,758 1,150,423,758

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

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 -145,745,874 -145,257,394 -488,480

本年度純資産変動額 -91,075,118 -545,025,125 453,950,007 -

本年度末純資産残高 26,006,685,132 35,199,940,970 -9,193,255,838 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 14,609,619,235

業務費用支出 4,142,541,617

人件費支出 1,761,465,663

物件費等支出 2,147,316,731

支払利息支出 126,185,477

その他の支出 107,573,746

移転費用支出 10,467,077,618

補助金等支出 8,760,348,336

社会保障給付支出 1,222,025,008

その他の支出 484,704,274

業務収入 15,611,413,555

税収等収入 11,389,390,762

国県等補助金収入 3,121,297,037

使用料及び手数料収入 828,928,897

その他の収入 271,796,859

臨時支出 12,870

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 12,870

臨時収入 -

業務活動収支 1,001,781,450

【投資活動収支】

投資活動支出 1,055,944,658

公共施設等整備費支出 499,548,228

基金積立金支出 548,396,430

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 8,000,000

その他の支出 -

投資活動収入 468,256,222

国県等補助金収入 96,779,578

基金取崩収入 350,102,160

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 8,928,519

投資活動収支 -587,688,436

【財務活動収支】

財務活動支出 796,553,297

地方債等償還支出 796,553,297

その他の支出 -

財務活動収入 551,732,000

地方債等発行収入 551,732,000

その他の収入 -

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 2,322,039,885

財務活動収支 -244,821,297

本年度資金収支額 169,271,717

前年度末資金残高 2,144,077,532

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,313,349,249


