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【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 158,034,735,407   固定負債 22,996,299,991

    有形固定資産 151,129,096,149     地方債 21,190,058,991

      事業用資産 45,342,696,376     長期未払金 -

        土地 25,850,460,752     退職手当引当金 1,806,241,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 35,461,401,789     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,650,599,245   流動負債 1,109,107,770

        工作物 29,919,240     １年内償還予定地方債 508,009,668

        工作物減価償却累計額 -     未払金 705,220

        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 208,924,048

        航空機 -     預り金 391,468,834

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 24,105,407,761

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,651,513,840   固定資産等形成分 167,447,338,210

      インフラ資産 105,417,007,821   余剰分（不足分） -22,966,818,544

        土地 329,378,162

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 201,754,016,827

        工作物減価償却累計額 -96,666,387,168

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,294,097,901

      物品減価償却累計額 -924,705,949

    無形固定資産 102,084,222

      ソフトウェア 102,084,222

      その他 -

    投資その他の資産 6,803,555,036

      投資及び出資金 157,538,766

        有価証券 -

        出資金 157,538,766

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 295,116,103

      長期貸付金 892,590

      基金 6,348,161,161

        減債基金 -

        その他 6,348,161,161

      その他 8,737,762

      徴収不能引当金 -6,891,346

  流動資産 10,551,192,020

    現金預金 1,048,934,495

    未収金 92,281,299

    短期貸付金 782,975

    基金 9,411,819,828

      財政調整基金 5,793,653,357

      減債基金 3,618,166,471

    棚卸資産 -

    その他 2,526,252

    徴収不能引当金 -5,152,829 純資産合計 144,480,519,666

資産合計 168,585,927,427 負債及び純資産合計 168,585,927,427

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【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 19,459,753,970

    業務費用 12,151,547,124

      人件費 2,803,166,871

        職員給与費 2,396,902,724

        賞与等引当金繰入額 208,924,048

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 197,340,099

      物件費等 9,136,896,623

        物件費 4,178,754,146

        維持補修費 298,669,931

        減価償却費 4,650,939,162

        その他 8,533,384

      その他の業務費用 211,483,630

        支払利息 146,983,382

        徴収不能引当金繰入額 10,429,321

        その他 54,070,927

    移転費用 7,308,206,846

      補助金等 1,858,370,328

      社会保障給付 2,881,829,616

      他会計への繰出金 2,562,144,254

      その他 5,862,648

  経常収益 368,863,484

    使用料及び手数料 135,110,055

    その他 233,753,429

純経常行政コスト 19,090,890,486

  臨時損失 86,642,891

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 86,642,891

    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 19,165,557,807

    その他 -

  臨時利益 11,975,570

    資産売却益 11,975,570



【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 145,904,169,174 166,574,309,763 -20,670,140,589

  純行政コスト（△） -19,165,557,807 -19,165,557,807

  財源 17,499,544,453 17,499,544,453

    税収等 14,051,785,110 14,051,785,110

    国県等補助金 3,447,759,343 3,447,759,343

  本年度差額 -1,666,013,354 -1,666,013,354

  固定資産等の変動（内部変動） 630,664,601 -630,664,601

    有形固定資産等の増加 6,057,859,706 -6,057,859,706

    有形固定資産等の減少 -4,737,585,357 4,737,585,357

    貸付金・基金等の増加 2,009,894,321 -2,009,894,321

    貸付金・基金等の減少 -2,699,504,069 2,699,504,069

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 242,363,846 242,363,846

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,423,649,508 873,028,447 -2,296,677,955

本年度末純資産残高 144,480,519,666 167,447,338,210 -22,966,818,544

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）

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 14,791,490,988

    業務費用支出 7,483,284,142

      人件費支出 2,800,033,452

      物件費等支出 4,495,377,272

      支払利息支出 146,983,382

      その他の支出 40,890,036

    移転費用支出 7,308,206,846

      補助金等支出 1,858,370,328

      社会保障給付支出 2,881,829,616

      他会計への繰出支出 2,562,144,254

      その他の支出 5,862,648

  業務収入 16,984,356,157

    税収等収入 14,029,091,854

    国県等補助金収入 2,623,743,843

    使用料及び手数料収入 133,866,755

    その他の収入 197,653,705

  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 2,192,865,169

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,596,606,436

    公共施設等整備費支出 6,057,859,706

    基金積立金支出 2,535,746,730

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,058,885,936

    国県等補助金収入 824,015,500

    基金取崩収入 2,412,746,322

    貸付金元金回収収入 806,284,697

    資産売却収入 15,440,014

    その他の収入 399,403

投資活動収支 -4,537,720,500

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,909,736,601

    地方債償還支出 1,909,736,601

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,604,279,000

    地方債発行収入 4,604,279,000

前年度末歳計外現金残高 391,649,145

本年度歳計外現金増減額 -180,311

本年度末歳計外現金残高 391,468,834

本年度末現金預金残高 1,048,934,495

    その他の収入 -

財務活動収支 2,694,542,399

本年度資金収支額 349,687,068

前年度末資金残高 307,778,593

本年度末資金残高 657,465,661
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