
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 77,568,526,761   固定負債 19,129,151,784

    有形固定資産 72,093,758,540     地方債 16,615,193,292

      事業用資産 50,115,098,826     長期未払金 -

        土地 36,375,352,448     退職手当引当金 2,411,459,431

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 39,055,128,365     その他 102,499,061

        建物減価償却累計額 -25,620,614,977   流動負債 3,110,151,776

        工作物 1,971,457,648     １年内償還予定地方債 2,171,987,249

        工作物減価償却累計額 -1,743,547,185     未払金 488,426

        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 258,136,761

        航空機 -     預り金 596,966,139

        航空機減価償却累計額 -     その他 82,573,201

        その他 - 負債合計 22,239,303,560

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 77,322,527   固定資産等形成分 82,109,980,674

      インフラ資産 21,736,083,709   余剰分（不足分） -20,443,503,742

        土地 4,102,025,476

        建物 213,924,053

        建物減価償却累計額 -143,241,748

        工作物 43,041,428,650

        工作物減価償却累計額 -25,494,618,099

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 16,565,377

      物品 828,527,306

      物品減価償却累計額 -585,951,301

    無形固定資産 124,770,672

      ソフトウェア 124,770,672

      その他 -

    投資その他の資産 5,349,997,549

      投資及び出資金 1,164,199,000

        有価証券 -

        出資金 1,164,199,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 641,428,548

      長期貸付金 -

      基金 3,566,765,898

        減債基金 -

        その他 3,566,765,898

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,395,897

  流動資産 6,337,253,731

    現金預金 1,583,528,637

    未収金 219,880,073

    短期貸付金 -

    基金 4,541,453,913

      財政調整基金 4,170,979,693

      減債基金 370,474,220

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,608,892 純資産合計 61,666,476,932

資産合計 83,905,780,492 負債及び純資産合計 83,905,780,492

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 24,797,886,068

    その他 -

  臨時利益 938,895

    資産売却益 938,895

    資産除売却損 195,597,721

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 24,603,227,242

  臨時損失 195,597,721

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,006,328,569

    使用料及び手数料 260,119,410

    その他 746,209,159

      社会保障給付 5,626,087,849

      他会計への繰出金 3,906,116,869

      その他 4,610,297

        その他 116,536,985

    移転費用 14,307,726,236

      補助金等 4,770,911,221

      その他の業務費用 286,861,584

        支払利息 140,319,810

        徴収不能引当金繰入額 30,004,789

        維持補修費 573,694,770

        減価償却費 1,838,476,807

        その他 -

        その他 281,824,742

      物件費等 7,309,193,006

        物件費 4,897,021,429

        職員給与費 2,980,012,292

        賞与等引当金繰入額 258,136,761

        退職手当引当金繰入額 185,801,190

  経常費用 25,609,555,811

    業務費用 11,301,829,575

      人件費 3,705,774,985

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】

会計：一般会計 （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 63,356,686,644 84,137,779,292 -20,781,092,648

  純行政コスト（△） -24,797,886,068 -24,797,886,068

  財源 23,092,621,067 23,092,621,067

    税収等 17,523,168,772 17,523,168,772

    国県等補助金 5,569,452,295 5,569,452,295

  本年度差額 -1,705,265,001 -1,705,265,001

  固定資産等の変動（内部変動） -2,042,853,907 2,042,853,907

    有形固定資産等の増加 852,753,480 -852,753,480

    有形固定資産等の減少 -1,839,963,344 1,839,963,344

    貸付金・基金等の増加 1,255,035,885 -1,255,035,885

    貸付金・基金等の減少 -2,310,679,928 2,310,679,928

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,055,289 15,055,289

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,690,209,712 -2,027,798,618 337,588,906

本年度末純資産残高 61,666,476,932 82,109,980,674 -20,443,503,742

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】

会計：一般会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 285,006,781

本年度歳計外現金増減額 311,959,358

本年度末歳計外現金残高 596,966,139

本年度末現金預金残高 1,583,528,637

    その他の収入 -

財務活動収支 -660,367,980

本年度資金収支額 -136,030,173

前年度末資金残高 1,122,592,671

本年度末資金残高 986,562,498

  財務活動支出 2,034,050,980

    地方債償還支出 1,946,036,182

    その他の支出 88,014,798

  財務活動収入 1,373,683,000

    地方債発行収入 1,373,683,000

    貸付金元金回収収入 88,018,000

    資産売却収入 2,425,431

    その他の収入 -

投資活動収支 302,999,147

【財務活動収支】

    貸付金支出 88,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,206,741,463

    国県等補助金収入 141,771,032

    基金取崩収入 1,974,527,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,903,742,316

    公共施設等整備費支出 852,753,480

    基金積立金支出 962,988,836

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 6,175,000

業務活動収支 221,338,660

  業務収入 23,952,485,607

    税収等収入 17,525,783,781

    国県等補助金収入 5,421,506,263

    使用料及び手数料収入 260,119,410

    その他の収入 745,076,153

    移転費用支出 14,307,726,236

      補助金等支出 4,770,911,221

      社会保障給付支出 5,626,087,849

      他会計への繰出支出 3,906,116,869

      その他の支出 4,610,297

    業務費用支出 9,429,595,711

      人件費支出 3,509,849,269

      物件費等支出 5,682,851,097

      支払利息支出 140,319,810

      その他の支出 96,575,535

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 23,737,321,947


