
【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 229,610,382,250   固定負債 89,859,935,820

    有形固定資産 210,740,347,638     地方債 75,011,921,279

      事業用資産 84,832,737,483     長期未払金 -

        土地 21,615,694,485     退職手当引当金 6,607,749,000

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

        建物 133,414,686,561     その他 8,240,265,541

        建物減価償却累計額 -73,812,212,601   流動負債 7,955,699,713

        工作物 8,280,568,575     １年内償還予定地方債 6,275,073,720

        工作物減価償却累計額 -6,391,333,639     未払金 387,177,768

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,258,372

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 474,563,793

        航空機 -     預り金 805,188,768

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,437,292

        その他 - 負債合計 97,815,635,533

        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 236,103,036,506

      インフラ資産 123,082,002,542   余剰分（不足分） -89,896,325,774

        土地 15,006,391,738

        建物 2,515,899,272

        建物減価償却累計額 -1,322,767,143

        工作物 214,091,154,862

        工作物減価償却累計額 -107,504,776,065

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 296,099,878

      物品 11,059,216,990

      物品減価償却累計額 -8,233,609,377

    無形固定資産 706,133,132

      ソフトウェア 3,660,344

      その他 702,472,788

    投資その他の資産 18,163,901,480

      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 2,370,470,825

      長期貸付金 1,159,680,067

      基金 8,482,573,268

        減債基金 -

        その他 8,482,573,268

      その他 -

      徴収不能引当金 -74,086,936

  流動資産 14,411,964,015

    現金預金 5,562,580,985

    未収金 810,244,906

    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 1,569,977,704

    その他 31,586,234

    徴収不能引当金 -55,080,070 純資産合計 146,206,710,732

資産合計 244,022,346,265 負債及び純資産合計 244,022,346,265

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 36,644

純行政コスト 61,977,596,029

    その他 1,774,226

  臨時利益 210,639,228

    資産売却益 210,602,584

    資産除売却損 187,123,898

    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 61,961,306,706

  臨時損失 226,928,551

    災害復旧事業費 20,151,679

  経常収益 4,118,977,863

    使用料及び手数料 2,708,964,765

    その他 1,410,013,098

      社会保障給付 7,324,009,474

      他会計への繰出金 1,916,410,969

      その他 107,335,751

        その他 351,538,670

    移転費用 38,480,194,941

      補助金等 29,132,438,747

      その他の業務費用 1,017,578,643

        支払利息 592,790,911

        徴収不能引当金繰入額 73,249,062

        維持補修費 1,188,523,586

        減価償却費 7,562,303,107

        その他 19,788,325

        その他 1,125,449,911

      物件費等 18,806,391,211

        物件費 10,035,776,193

        職員給与費 5,940,052,575

        賞与等引当金繰入額 467,431,636

        退職手当引当金繰入額 243,185,652

  経常費用 66,080,284,569

    業務費用 27,600,089,628

      人件費 7,776,119,774

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 148,104,741,118 237,094,595,356 -88,989,854,238

  純行政コスト（△） -61,977,596,029 -61,977,596,029

  財源 59,564,932,470 59,564,932,470

    税収等 42,550,357,797 42,550,357,797

    国県等補助金 17,014,574,673 17,014,574,673

  本年度差額 -2,412,663,559 -2,412,663,559

  固定資産等の変動（内部変動） -1,458,842,940 1,458,842,940

    有形固定資産等の増加 5,736,499,649 -5,736,499,649

    有形固定資産等の減少 -7,880,748,530 7,880,748,530

    貸付金・基金等の増加 2,565,084,475 -2,565,084,475

    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 502,676,172 502,676,172

  その他 11,957,000 -35,392,083 47,349,083

  本年度純資産変動額 -1,898,030,386 -991,558,850 -906,471,536

本年度末純資産残高 146,206,710,732 236,103,036,506 -89,896,325,774

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 5,562,580,985

    その他の収入 -

財務活動収支 -60,171,697

本年度資金収支額 -365,499,854

前年度末資金残高 5,213,718,676

本年度末資金残高 4,848,218,822

  財務活動支出 6,433,248,697

    地方債償還支出 6,432,576,697

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 6,373,077,000

    地方債発行収入 6,373,077,000

    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 260,243,190

投資活動収支 -4,740,346,443

【財務活動収支】

    貸付金支出 127,176,000

    その他の支出 241,140,132

  投資活動収入 3,841,992,635

    国県等補助金収入 1,002,828,387

    基金取崩収入 1,709,863,591

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,582,339,078

    公共施設等整備費支出 5,776,114,471

    基金積立金支出 2,427,209,692

    投資及び出資金支出 10,698,783

  臨時支出 21,925,905

    災害復旧事業費支出 20,151,679

    その他の支出 1,774,226

  臨時収入 18,887,644

業務活動収支 4,435,018,286

  業務収入 62,641,732,490

    税収等収入 42,241,697,558

    国県等補助金収入 15,952,814,808

    使用料及び手数料収入 3,036,554,377

    その他の収入 1,410,665,747

    移転費用支出 38,480,193,341

      補助金等支出 29,132,438,747

      社会保障給付支出 7,324,009,474

      他会計への繰出支出 1,916,410,969

      その他の支出 107,334,151

    業務費用支出 19,723,482,602

      人件費支出 7,544,356,911

      物件費等支出 11,282,911,915

      支払利息支出 592,790,911

      その他の支出 303,422,865

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 58,203,675,943


