
【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 466,023,525,738   固定負債 173,567,524,619

    有形固定資産 439,044,719,984     地方債 149,192,883,619

      事業用資産 220,015,645,733     長期未払金 -

        土地 86,267,549,913     退職手当引当金 24,374,641,000

        立木竹 582,071,000     損失補償等引当金 -

        建物 247,861,344,173     その他 -

        建物減価償却累計額 -131,275,944,595   流動負債 19,703,689,432

        工作物 13,020,356,522     １年内償還予定地方債 16,457,870,508

        工作物減価償却累計額 -9,447,351,840     未払金 12,933,456

        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 1,744,938,223

        航空機 -     預り金 1,487,947,245

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 193,271,214,051

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,007,620,560   固定資産等形成分 478,190,046,908

      インフラ資産 208,410,564,709   余剰分（不足分） -187,239,630,266

        土地 28,068,794,649

        建物 3,429,148,572

        建物減価償却累計額 -2,004,413,836

        工作物 371,806,934,416

        工作物減価償却累計額 -198,669,858,461

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,779,959,369

      物品 49,775,137,909

      物品減価償却累計額 -39,156,628,367

    無形固定資産 13,786,151

      ソフトウェア 13,786,151

      その他 -

    投資その他の資産 26,965,019,603

      投資及び出資金 9,227,285,034

        有価証券 293,982,500

        出資金 8,933,302,534

        その他 -

      投資損失引当金 -2,436,335,770

      長期延滞債権 2,483,147,517

      長期貸付金 9,281,862,819

      基金 8,623,681,031

        減債基金 1,568,688,590

        その他 7,054,992,441

      その他 -

      徴収不能引当金 -214,621,028

  流動資産 18,198,104,955

    現金預金 5,244,256,854

    未収金 793,388,522

    短期貸付金 170,665,820

    基金 11,995,855,350

      財政調整基金 11,995,855,350

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,061,591 純資産合計 290,950,416,642

資産合計 484,221,630,693 負債及び純資産合計 484,221,630,693

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 137,919,298,258

    業務費用 75,333,465,809

      人件費 31,241,097,895

        職員給与費 22,334,654,461

        賞与等引当金繰入額 1,744,938,223

        退職手当引当金繰入額 2,721,554,531

        その他 4,439,950,680

      物件費等 42,084,966,267

        物件費 26,420,196,155

        維持補修費 1,338,273,416

        減価償却費 14,326,496,696

        その他 -

      その他の業務費用 2,007,401,647

        支払利息 1,266,658,112

        徴収不能引当金繰入額 218,584,766

        その他 522,158,769

    移転費用 62,585,832,449

      補助金等 18,703,703,661

      社会保障給付 32,402,673,518

      他会計への繰出金 11,412,184,262

      その他 67,271,008

  経常収益 6,226,295,019

    使用料及び手数料 3,216,701,356

    その他 3,009,593,663

純経常行政コスト 131,693,003,239

  臨時損失 2,800,015,402

    災害復旧事業費 82,317,840

    資産除売却損 159,885,351

    投資損失引当金繰入額 2,436,335,770

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 166,000

純行政コスト 134,354,884,556

    その他 121,476,441

  臨時利益 138,134,085

    資産売却益 137,968,085



【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 297,297,461,756 475,071,315,295 -177,773,853,539

  純行政コスト（△） -134,354,884,556 -134,354,884,556

  財源 128,007,839,419 128,007,839,419

    税収等 92,266,824,441 92,266,824,441

    国県等補助金 35,741,014,978 35,741,014,978

  本年度差額 -6,347,045,137 -6,347,045,137

  固定資産等の変動（内部変動） 3,118,731,590 -3,118,731,590

    有形固定資産等の増加 22,181,171,117 -22,181,171,117

    有形固定資産等の減少 -14,567,403,689 14,567,403,689

    貸付金・基金等の増加 7,066,855,625 -7,066,855,625

    貸付金・基金等の減少 -11,561,891,463 11,561,891,463

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 23 23

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -6,347,045,114 3,118,731,613 -9,465,776,727

本年度末純資産残高 290,950,416,642 478,190,046,908 -187,239,630,266

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 122,638,324,434

    業務費用支出 60,052,491,985

      人件費支出 30,493,393,823

      物件費等支出 27,758,469,571

      支払利息支出 1,271,251,453

      その他の支出 529,377,138

    移転費用支出 62,585,832,449

      補助金等支出 18,703,703,661

      社会保障給付支出 32,402,673,518

      他会計への繰出支出 11,412,184,262

      その他の支出 67,271,008

  業務収入 131,227,996,045

    税収等収入 92,241,437,232

    国県等補助金収入 32,894,432,087

    使用料及び手数料収入 3,231,460,235

    その他の収入 2,860,666,491

  臨時支出 82,317,840

    災害復旧事業費支出 82,317,840

    その他の支出 -

  臨時収入 66,833,891

業務活動収支 8,574,187,662

【投資活動収支】

  投資活動支出 28,333,095,810

    公共施設等整備費支出 22,181,171,117

    基金積立金支出 4,044,426,149

    投資及び出資金支出 984,439,344

    貸付金支出 1,123,059,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 11,037,781,539

    国県等補助金収入 2,779,749,000

    基金取崩収入 6,553,639,520

    貸付金元金回収収入 1,485,403,292

    資産売却収入 218,989,727

    その他の収入 -

投資活動収支 -17,295,314,271

【財務活動収支】

  財務活動支出 15,598,861,269

    地方債償還支出 15,598,861,269

    その他の支出 -

  財務活動収入 23,672,754,000

    地方債発行収入 23,672,754,000

前年度末歳計外現金残高 1,503,782,836

本年度歳計外現金増減額 -15,835,591

本年度末歳計外現金残高 1,487,947,245

本年度末現金預金残高 5,244,256,854

    その他の収入 -

財務活動収支 8,073,892,731

本年度資金収支額 -647,233,878

前年度末資金残高 4,403,543,487

本年度末資金残高 3,756,309,609


