
【様式第1号】

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 93,428,509,417   固定負債 23,719,577,566

    有形固定資産 86,942,045,907     地方債 22,341,644,566

      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 3,330,550,806

        工作物 1,360,028,311     １年内償還予定地方債 2,732,555,917

        工作物減価償却累計額 -754,763,403     未払金 5,832,020

        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 340,719,743

        航空機 -     預り金 251,443,126

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 27,050,128,372

        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 98,112,924,417

      インフラ資産 33,683,851,867   余剰分（不足分） -24,367,525,397

        土地 1,116,989

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 95,461,189,216

        工作物減価償却累計額 -61,882,356,538

        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 6,485,081,029

      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 965,762,487

      長期貸付金 139,550,076

      基金 5,232,533,406

        減債基金 178,318,887

        その他 5,054,214,519

      その他 -

      徴収不能引当金 -384,556,940

  流動資産 7,367,017,975

    現金預金 2,101,030,517

    未収金 976,485,170

    短期貸付金 -

    基金 4,684,415,000

      財政調整基金 4,684,415,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -394,912,712 純資産合計 73,745,399,020

資産合計 100,795,527,392 負債及び純資産合計 100,795,527,392

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

全体会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 33,946,769,211

    その他 -

  臨時利益 5,129,017

    資産売却益 5,129,017

    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 -

純経常行政コスト 33,949,353,494

  臨時損失 2,544,734

    災害復旧事業費 -

  経常収益 964,313,830

    使用料及び手数料 228,383,340

    その他 735,930,490

      社会保障給付 4,631,744,502

      他会計への繰出金 1,154,387,184

      その他 13,926,986

        その他 68,969,162

    移転費用 22,787,181,021

      補助金等 16,987,122,349

      その他の業務費用 571,892,536

        支払利息 272,844,925

        徴収不能引当金繰入額 230,078,449

        維持補修費 178,129,861

        減価償却費 3,131,700,237

        その他 4,507,130

        その他 955,848,539

      物件費等 7,284,843,984

        物件費 3,970,506,756

        職員給与費 3,314,865,753

        賞与等引当金繰入額 12,372,491

        退職手当引当金繰入額 -13,337,000

  経常費用 34,913,667,324

    業務費用 12,126,486,303

      人件費 4,269,749,783

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】

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 73,421,257,676 99,799,130,647 -26,377,872,971

  純行政コスト（△） -33,946,769,211 -33,946,769,211

  財源 34,267,910,555 34,267,910,555

    税収等 25,265,037,479 25,265,037,479

    国県等補助金 9,002,873,076 9,002,873,076

  本年度差額 321,141,344 321,141,344

  固定資産等の変動（内部変動） -1,689,206,230 1,689,206,230

    有形固定資産等の増加 1,174,011,988 -1,174,011,988

    有形固定資産等の減少 -3,243,812,912 3,243,812,912

    貸付金・基金等の増加 2,467,767,951 -2,467,767,951

    貸付金・基金等の減少 -2,087,173,257 2,087,173,257

  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 324,141,344 -1,686,206,230 2,010,347,574

本年度末純資産残高 73,745,399,020 98,112,924,417 -24,367,525,397

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】

全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 240,996,063

本年度歳計外現金増減額 10,447,063

本年度末歳計外現金残高 251,443,126

本年度末現金預金残高 2,101,030,517

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,263,743,384

本年度資金収支額 -35,214,764

前年度末資金残高 1,884,802,155

本年度末資金残高 1,849,587,391

  財務活動支出 2,904,853,384

    地方債償還支出 2,904,853,384

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,641,110,000

    地方債発行収入 1,641,110,000

    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 -1,581,634,618

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,468,019,452

    国県等補助金収入 186,015,686

    基金取崩収入 1,271,471,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,049,654,070

    公共施設等整備費支出 1,065,949,528

    基金積立金支出 1,980,704,542

    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 -

業務活動収支 2,810,163,238

  業務収入 34,456,887,529

    税収等収入 24,672,969,938

    国県等補助金収入 8,816,857,390

    使用料及び手数料収入 228,387,799

    その他の収入 738,672,402

    移転費用支出 22,881,058,775

      補助金等支出 17,081,000,103

      社会保障給付支出 4,631,744,502

      他会計への繰出支出 1,154,387,184

      その他の支出 13,926,986

    業務費用支出 8,765,665,516

      人件費支出 4,270,714,292

      物件費等支出 4,161,210,565

      支払利息支出 272,844,925

      その他の支出 60,895,734

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 31,646,724,291


