
一般会計等 【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 31,638,889,481   固定負債 8,901,957,287

    有形固定資産 30,155,682,258     地方債 5,773,161,251

      事業用資産 11,367,534,980     長期未払金 -

        土地 5,099,124,140     退職手当引当金 1,140,558,000

        立木竹 215,862,864     損失補償等引当金 1,923,331,000

        建物 14,466,074,460     その他 64,907,036

        建物減価償却累計額 -8,679,019,947   流動負債 822,199,835

        工作物 1,348,910,500     １年内償還予定地方債 697,435,155

        工作物減価償却累計額 -1,083,417,037     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 63,906,942

        航空機 -     預り金 9,597,535

        航空機減価償却累計額 -     その他 51,260,203

        その他 - 負債合計 9,724,157,122

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 32,594,180,800

      インフラ資産 18,575,872,678   余剰分（不足分） -9,634,349,032

        土地 2,010,205,301

        建物 193,141,400

        建物減価償却累計額 -74,487,820

        工作物 38,054,921,571

        工作物減価償却累計額 -21,675,039,774

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 67,132,000

      物品 878,784,894

      物品減価償却累計額 -666,510,294

    無形固定資産 2,062,640

      ソフトウェア 2,062,640

      その他 -

    投資その他の資産 1,481,144,583

      投資及び出資金 139,415,001

        有価証券 -

        出資金 139,415,001

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 42,890,662

      長期貸付金 26,584,950

      基金 1,274,148,693

        減債基金 423,133,828

        その他 851,014,865

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,894,723

  流動資産 1,045,099,409

    現金預金 79,556,924

    未収金 10,701,120

    短期貸付金 7,342,500

    基金 947,948,819

      財政調整基金 947,948,819

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -449,954 純資産合計 22,959,831,768

資産合計 32,683,988,890 負債及び純資産合計 32,683,988,890

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



一般会計等 【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 5,109,943,971

    業務費用 3,417,638,814

      人件費 1,131,163,299

        職員給与費 760,651,952

        賞与等引当金繰入額 63,906,942

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 306,604,405

      物件費等 2,254,764,656

        物件費 874,277,048

        維持補修費 180,749,480

        減価償却費 1,199,738,128

        その他 -

      その他の業務費用 31,710,859

        支払利息 31,704,746

        徴収不能引当金繰入額 6,113

        その他 -

    移転費用 1,692,305,157

      補助金等 1,224,526,867

      社会保障給付 392,183,116

      他会計への繰出金 65,238,073

      その他 10,357,101

  経常収益 290,590,403

    使用料及び手数料 80,070,973

    その他 210,519,430

純経常行政コスト 4,819,353,568

  臨時損失 140,929

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 140,929

    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 4,819,494,497

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



一般会計等 【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 23,599,451,048 33,410,882,871 -9,811,431,823

  純行政コスト（△） -4,819,494,497 -4,819,494,497

  財源 4,179,875,217 4,179,875,217

    税収等 3,218,150,442 3,218,150,442

    国県等補助金 961,724,775 961,724,775

  本年度差額 -639,619,280 -639,619,280

  固定資産等の変動（内部変動） -816,702,071 816,702,071

    有形固定資産等の増加 426,155,511 -426,155,511

    有形固定資産等の減少 -1,339,492,260 1,339,492,260

    貸付金・基金等の増加 132,114,678 -132,114,678

    貸付金・基金等の減少 -35,480,000 35,480,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -639,619,280 -816,702,071 177,082,791

本年度末純資産残高 22,959,831,768 32,594,180,800 -9,634,349,032

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



一般会計等 【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 3,919,884,509

    業務費用支出 2,227,579,352

      人件費支出 1,128,467,666

      物件費等支出 1,067,406,940

      支払利息支出 31,704,746

      その他の支出 -

    移転費用支出 1,692,305,157

      補助金等支出 1,224,526,867

      社会保障給付支出 392,183,116

      他会計への繰出支出 65,238,073

      その他の支出 10,357,101

  業務収入 4,427,230,379

    税収等収入 3,236,895,243

    国県等補助金収入 961,724,775

    使用料及び手数料収入 80,440,127

    その他の収入 148,170,234

  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 507,345,870

【投資活動収支】

  投資活動支出 377,303,348

    公共施設等整備費支出 250,919,064

    基金積立金支出 85,334,284

    投資及び出資金支出 50,000

    貸付金支出 41,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 46,049,745

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,976,934

    貸付金元金回収収入 43,889,000

    資産売却収入 183,811

    その他の収入 -

投資活動収支 -331,253,603

【財務活動収支】

  財務活動支出 714,616,209

    地方債償還支出 667,763,321

    その他の支出 46,852,888

  財務活動収入 573,941,000

    地方債発行収入 573,941,000

前年度末歳計外現金残高 9,642,193

本年度歳計外現金増減額 -44,658

本年度末歳計外現金残高 9,597,535

本年度末現金預金残高 79,556,924

    その他の収入 -

財務活動収支 -140,675,209

本年度資金収支額 35,417,058

前年度末資金残高 34,542,331

本年度末資金残高 69,959,389


