
【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 201,377,331,336   固定負債 74,745,832,313

    有形固定資産 184,059,620,431     地方債 68,387,774,313

      事業用資産 84,789,903,605     長期未払金 -

        土地 21,572,860,608     退職手当引当金 6,352,708,000

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 -

        建物 133,269,470,361     その他 5,350,000

        建物減価償却累計額 -73,666,996,402   流動負債 6,838,571,673

        工作物 8,280,568,575     １年内償還予定地方債 5,684,224,699

        工作物減価償却累計額 -6,391,333,639     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 434,612,710

        航空機 -     預り金 714,362,163

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,372,101

        その他 - 負債合計 81,584,403,986

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,170,704,722   固定資産等形成分 207,869,985,592

      インフラ資産 98,741,390,400   余剰分（不足分） -78,439,884,534

        土地 14,443,077,736

        建物 1,812,685,416

        建物減価償却累計額 -966,245,820

        工作物 171,611,417,220

        工作物減価償却累計額 -88,373,888,372

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 214,344,220

      物品 3,698,232,933

      物品減価償却累計額 -3,169,906,507

    無形固定資産 6,550,110

      ソフトウェア 3,660,340

      その他 2,889,770

    投資その他の資産 17,311,160,795

      投資及び出資金 6,771,382,934

        有価証券 2,320,934,202

        出資金 4,450,448,732

        その他 -

      投資損失引当金 -546,118,678

      長期延滞債権 2,208,258,954

      長期貸付金 1,159,680,067

      基金 7,762,043,166

        減債基金 -

        その他 7,762,043,166

      その他 -

      徴収不能引当金 -44,085,648

  流動資産 9,637,173,708

    現金預金 1,426,724,318

    未収金 169,281,455

    短期貸付金 26,050,892

    基金 6,466,603,364

      財政調整基金 5,815,008,657

      減債基金 651,594,707

    棚卸資産 1,562,193,438

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,679,759 純資産合計 129,430,101,058

資産合計 211,014,505,044 負債及び純資産合計 211,014,505,044

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 42,162,680,022

    その他 -

  臨時利益 210,602,584

    資産売却益 210,602,584

    資産除売却損 147,185,069

    投資損失引当金繰入額 17,878,748

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 42,188,067,110

  臨時損失 185,215,496

    災害復旧事業費 20,151,679

  経常収益 1,415,328,680

    使用料及び手数料 488,002,090

    その他 927,326,590

      社会保障給付 7,313,163,191

      他会計への繰出金 4,767,766,014

      その他 106,890,811

        その他 229,870,192

    移転費用 19,424,187,998

      補助金等 7,236,367,982

      その他の業務費用 710,479,809

        支払利息 438,187,933

        徴収不能引当金繰入額 42,421,684

        維持補修費 1,079,473,007

        減価償却費 6,534,919,928

        その他 19,741,525

        その他 1,060,774,241

      物件費等 16,208,800,912

        物件費 8,574,666,452

        職員給与費 5,534,692,120

        賞与等引当金繰入額 434,612,710

        退職手当引当金繰入額 229,848,000

  経常費用 43,603,395,790

    業務費用 24,179,207,792

      人件費 7,259,927,071

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 132,082,713,445 208,912,926,180 -76,830,212,735

  純行政コスト（△） -42,162,680,022 -42,162,680,022

  財源 39,035,049,284 39,035,049,284

    税収等 28,859,808,722 28,859,808,722

    国県等補助金 10,175,240,562 10,175,240,562

  本年度差額 -3,127,630,738 -3,127,630,738

  固定資産等の変動（内部変動） -1,479,946,744 1,479,946,744

    有形固定資産等の増加 4,748,874,582 -4,748,874,582

    有形固定資産等の減少 -6,813,426,522 6,813,426,522

    貸付金・基金等の増加 2,464,283,730 -2,464,283,730

    貸付金・基金等の減少 -1,879,678,534 1,879,678,534

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 463,061,350 463,061,350

  その他 11,957,000 -26,055,195 38,012,195

  本年度純資産変動額 -2,652,612,387 -1,042,940,588 -1,609,671,799

本年度末純資産残高 129,430,101,058 207,869,985,592 -78,439,884,534

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 706,782,337

本年度歳計外現金増減額 7,579,826

本年度末歳計外現金残高 714,362,163

本年度末現金預金残高 1,426,724,318

    その他の収入 -

財務活動収支 343,378,077

本年度資金収支額 -632,367,996

前年度末資金残高 1,344,730,151

本年度末資金残高 712,362,155

  財務活動支出 5,859,398,923

    地方債償還支出 5,858,726,923

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 6,202,777,000

    地方債発行収入 6,202,777,000

    貸付金元金回収収入 169,814,943

    資産売却収入 699,242,524

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,640,940,867

【財務活動収支】

    貸付金支出 127,176,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,572,217,445

    国県等補助金収入 993,296,387

    基金取崩収入 1,709,863,591

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,213,158,312

    公共施設等整備費支出 4,748,874,582

    基金積立金支出 2,326,408,947

    投資及び出資金支出 10,698,783

  臨時支出 20,151,679

    災害復旧事業費支出 20,151,679

    その他の支出 -

  臨時収入 18,851,000

業務活動収支 2,665,194,794

  業務収入 39,435,470,587

    税収等収入 28,866,882,123

    国県等補助金収入 9,163,093,175

    使用料及び手数料収入 477,271,634

    その他の収入 928,223,655

    移転費用支出 19,424,187,998

      補助金等支出 7,236,367,982

      社会保障給付支出 7,313,163,191

      他会計への繰出支出 4,767,766,014

      その他の支出 106,890,811

    業務費用支出 17,344,787,116

      人件費支出 7,018,002,041

      物件費等支出 9,680,793,947

      支払利息支出 438,187,933

      その他の支出 207,803,195

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 36,768,975,114


