
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 97,927,609,317   固定負債 31,032,116,076

    有形固定資産 88,147,933,092     地方債 25,507,223,950

      事業用資産 60,191,011,139     長期未払金 -

        土地 40,040,629,727     退職手当引当金 2,893,742,498

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,866,358,283     その他 2,631,149,628

        建物減価償却累計額 -30,053,761,381   流動負債 4,063,234,986

        工作物 2,007,021,648     １年内償還予定地方債 2,453,235,172

        工作物減価償却累計額 -1,746,559,665     未払金 476,773,588

        船舶 -     未払費用 13,363,441

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,338,360

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 377,789,021

        航空機 -     預り金 629,061,925

        航空機減価償却累計額 -     その他 111,673,479

        その他 - 負債合計 35,095,351,062

        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 102,469,063,230

      インフラ資産 25,656,695,382   余剰分（不足分） -29,674,083,183

        土地 4,201,863,321

        建物 654,865,964

        建物減価償却累計額 -303,604,476

        工作物 49,826,615,150

        工作物減価償却累計額 -28,777,876,784

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 54,832,207

      物品 4,116,422,292

      物品減価償却累計額 -1,816,195,721

    無形固定資産 137,118,130

      ソフトウェア 134,248,752

      その他 2,869,378

    投資その他の資産 9,642,558,095

      投資及び出資金 234,507,000

        有価証券 200,000,000

        出資金 34,507,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,546,335,989

      長期貸付金 22,800,000

      基金 7,347,208,010

        減債基金 -

        その他 7,347,208,010

      その他 578,442,564

      徴収不能引当金 -86,735,468

  流動資産 9,962,721,792

    現金預金 4,731,201,272

    未収金 702,656,913

    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 11,005,052

    その他 3,351,841

    徴収不能引当金 -26,947,199 純資産合計 72,794,980,047

資産合計 107,890,331,109 負債及び純資産合計 107,890,331,109

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    その他 139,086,123

純行政コスト 39,180,967,956

    その他 287,572,575

  臨時利益 140,025,018

    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 38,837,822,678

  臨時損失 483,170,296

    災害復旧事業費 -

  経常収益 3,232,240,131

    使用料及び手数料 2,258,570,578

    その他 973,669,553

      社会保障給付 5,626,986,865

      他会計への繰出金 879,166,000

      その他 4,735,797

        その他 372,391,518

    移転費用 26,520,374,030

      補助金等 20,009,485,368

      その他の業務費用 676,476,904

        支払利息 234,514,568

        徴収不能引当金繰入額 69,570,818

        維持補修費 690,553,128

        減価償却費 2,475,700,519

        その他 -

        その他 397,514,946

      物件費等 9,481,790,246

        物件費 6,315,536,599

        職員給与費 4,340,066,125

        賞与等引当金繰入額 376,750,789

        退職手当引当金繰入額 277,089,769

  経常費用 42,070,062,809

    業務費用 15,549,688,779

      人件費 5,391,421,629

全体行政コスト計算書
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：全体会計 （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 74,389,421,428 104,331,786,537 -29,942,365,109

  純行政コスト（△） -39,180,967,956 -39,180,967,956

  財源 37,569,937,073 37,569,937,073

    税収等 27,788,687,928 27,788,687,928

    国県等補助金 9,781,249,145 9,781,249,145

  本年度差額 -1,611,030,883 -1,611,030,883

  固定資産等の変動（内部変動） -1,877,778,596 1,877,778,596

    有形固定資産等の増加 1,747,578,664 -1,747,578,664

    有形固定資産等の減少 -2,737,243,842 2,737,243,842

    貸付金・基金等の増加 1,822,181,369 -1,822,181,369

    貸付金・基金等の減少 -2,710,294,787 2,710,294,787

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,055,289 15,055,289

  その他 1,534,213 - 1,534,213

  本年度純資産変動額 -1,594,441,381 -1,862,723,307 268,281,926

本年度末純資産残高 72,794,980,047 102,469,063,230 -29,674,083,183

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （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 4,731,201,272

    その他の収入 73,091,000

財務活動収支 -475,742,256

本年度資金収支額 -36,185,793

前年度末資金残高 4,170,420,926

本年度末資金残高 4,134,235,133

  財務活動支出 2,170,516,256

    地方債償還支出 2,068,304,259

    その他の支出 102,211,997

  財務活動収入 1,694,774,000

    地方債発行収入 1,621,683,000

    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 162,639,290

投資活動収支 -524,590,043

【財務活動収支】

    貸付金支出 94,720,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,518,854,353

    国県等補助金収入 149,244,632

    基金取崩収入 2,116,527,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,043,444,396

    公共施設等整備費支出 1,678,036,433

    基金積立金支出 1,170,687,963

    投資及び出資金支出 100,000,000

  臨時支出 424,225,150

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 424,225,150

  臨時収入 208,542,123

業務活動収支 964,146,506

  業務収入 40,410,863,280

    税収等収入 27,624,205,605

    国県等補助金収入 9,562,306,662

    使用料及び手数料収入 2,249,627,092

    その他の収入 974,723,921

    移転費用支出 26,525,653,982

      補助金等支出 20,014,765,320

      社会保障給付支出 5,626,986,865

      他会計への繰出支出 879,166,000

      その他の支出 4,735,797

    業務費用支出 12,705,379,765

      人件費支出 5,198,646,388

      物件費等支出 6,976,632,159

      支払利息支出 234,514,568

      その他の支出 295,586,650

全体資金収支計算書
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 39,231,033,747


