
【様式第1号】

一般会計等 （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 92,691,738,230   固定負債 23,612,364,222

    有形固定資産 86,814,109,550     地方債 22,234,431,222

      事業用資産 52,984,100,692     長期未払金 1,000

        土地 29,940,149,958     退職手当引当金 1,377,932,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,356,420,958     その他 -

        建物減価償却累計額 -26,982,170,460   流動負債 3,038,170,773

        工作物 1,360,028,311     １年内償還予定地方債 2,710,812,924

        工作物減価償却累計額 -754,763,403     未払金 1,834,910

        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 325,522,939

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,650,534,995

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 64,435,328   固定資産等形成分 96,610,367,230

      インフラ資産 33,555,915,510   余剰分（不足分） -24,722,718,708

        土地 1,116,989

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 95,246,401,632

        工作物減価償却累計額 -61,795,505,311

        その他 2,893,320

        その他減価償却累計額 -120,555

        建設仮勘定 101,129,435

      物品 1,755,103,997

      物品減価償却累計額 -1,481,010,649

    無形固定資産 1,382,481

      ソフトウェア 1,382,400

      その他 81

    投資その他の資産 5,876,246,199

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 511,804,650

      長期貸付金 139,550,076

      基金 4,819,985,171

        減債基金 178,318,887

        その他 4,641,666,284

      その他 -

      徴収不能引当金 -126,885,698

  流動資産 5,846,445,287

    現金預金 1,388,450,623

    未収金 809,758,366

    短期貸付金 -

    基金 3,918,629,000

      財政調整基金 3,918,629,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -270,392,702 純資産合計 71,887,648,522

資産合計 98,538,183,517 負債及び純資産合計 98,538,183,517

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （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 23,077,913,286

    業務費用 11,648,223,773

      人件費 4,091,501,821

        職員給与費 3,173,099,981

        賞与等引当金繰入額 12,491,440

        退職手当引当金繰入額 -13,337,000

        その他 919,247,400

      物件費等 7,070,511,662

        物件費 3,769,935,379

        維持補修費 178,129,861

        減価償却費 3,117,939,292

        その他 4,507,130

      その他の業務費用 486,210,290

        支払利息 269,726,139

        徴収不能引当金繰入額 177,455,914

        その他 39,028,237

    移転費用 11,429,689,513

      補助金等 4,234,177,316

      社会保障給付 4,619,261,587

      他会計への繰出金 2,562,323,624

      その他 13,926,986

  経常収益 911,637,145

    使用料及び手数料 218,947,623

    その他 692,689,522

純経常行政コスト 22,166,276,141

  臨時損失 2,544,734

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,544,734

    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 22,163,691,858

    その他 -

  臨時利益 5,129,017

    資産売却益 5,129,017



【様式第3号】

一般会計等 （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 71,883,358,784 98,407,814,264 -26,524,455,480

  純行政コスト（△） -22,163,691,858 -22,163,691,858

  財源 22,164,981,596 22,164,981,596

    税収等 16,839,698,695 16,839,698,695

    国県等補助金 5,325,282,901 5,325,282,901

  本年度差額 1,289,738 1,289,738

  固定資産等の変動（内部変動） -1,800,447,034 1,800,447,034

    有形固定資産等の増加 1,163,680,708 -1,163,680,708

    有形固定資産等の減少 -3,230,051,967 3,230,051,967

    貸付金・基金等の増加 1,841,845,859 -1,841,845,859

    貸付金・基金等の減少 -1,575,921,634 1,575,921,634

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,000,000 3,000,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 4,289,738 -1,797,447,034 1,801,736,772

本年度末純資産残高 71,887,648,522 96,610,367,230 -24,722,718,708

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】

一般会計等 （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 19,877,241,394

    業務費用支出 8,353,674,127

      人件費支出 4,092,347,381

      物件費等支出 3,960,580,846

      支払利息支出 269,726,139

      その他の支出 31,019,761

    移転費用支出 11,523,567,267

      補助金等支出 4,328,055,070

      社会保障給付支出 4,619,261,587

      他会計への繰出支出 2,562,323,624

      その他の支出 13,926,986

  業務収入 22,308,654,211

    税収等収入 16,252,660,939

    国県等補助金収入 5,141,614,215

    使用料及び手数料収入 218,947,623

    その他の収入 695,431,434

  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 2,431,412,817

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,697,307,790

    公共施設等整備費支出 1,055,618,248

    基金積立金支出 1,638,689,542

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,465,672,452

    国県等補助金収入 183,668,686

    基金取崩収入 1,271,471,000

    貸付金元金回収収入 3,898,268

    資産売却収入 6,634,498

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,231,635,338

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,883,605,467

    地方債償還支出 2,883,605,467

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,637,210,000

    地方債発行収入 1,637,210,000

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,388,450,623

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,246,395,467

本年度資金収支額 -46,617,988

前年度末資金残高 1,435,068,611

本年度末資金残高 1,388,450,623


