
【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 7,673,550,470   固定負債 3,510,913,932

    有形固定資産 6,754,139,864     地方債 2,827,969,592

      事業用資産 4,928,208,402     長期未払金 1,928,340

        土地 2,219,383,359     退職手当引当金 681,016,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,039,718,980     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,500,182,390   流動負債 361,029,077

        工作物 191,070,476     １年内償還予定地方債 290,746,997

        工作物減価償却累計額 -64,509,823     未払金 3,586,680

        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 65,370,539

        航空機 -     預り金 1,324,861

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,871,943,009

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,727,800   固定資産等形成分 8,819,784,672

      インフラ資産 1,754,658,097   余剰分（不足分） -3,657,543,809

        土地 163,124,301

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 4,210,292,943

        工作物減価償却累計額 -2,624,326,547

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,567,400

      物品 357,309,183

      物品減価償却累計額 -286,035,818

    無形固定資産 21,983,192

      ソフトウェア 17,313,272

      その他 4,669,920

    投資その他の資産 897,427,414

      投資及び出資金 11,240,508

        有価証券 -

        出資金 11,240,508

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 12,271,729

      長期貸付金 -

      基金 874,164,224

        減債基金 416,738,814

        その他 457,425,410

      その他 -

      徴収不能引当金 -249,047

  流動資産 1,360,633,402

    現金預金 208,315,115

    未収金 1,370,573

    短期貸付金 90,000

    基金 1,146,144,202

      財政調整基金 1,146,144,202

      減債基金 -

    棚卸資産 4,799,693

    その他 -

    徴収不能引当金 -86,181 純資産合計 5,162,240,863

資産合計 9,034,183,872 負債及び純資産合計 9,034,183,872

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,857,236,995

    その他 -

  臨時利益 5,971,280

    資産売却益 5,971,280

    資産除売却損 3,105,414

    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 2,860,102,861

  臨時損失 3,105,414

    災害復旧事業費 -

  経常収益 160,860,362

    使用料及び手数料 40,690,103

    その他 120,170,259

      社会保障給付 300,814,888

      他会計への繰出金 355,559,646

      その他 83,353,953

        その他 567,831

    移転費用 1,300,619,320

      補助金等 560,890,833

      その他の業務費用 35,388,369

        支払利息 34,570,759

        徴収不能引当金繰入額 249,779

        維持補修費 45,298,727

        減価償却費 223,923,615

        その他 1,003,760

        その他 76,809,012

      物件費等 787,436,465

        物件費 517,210,363

        職員給与費 755,339,518

        賞与等引当金繰入額 65,370,539

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,020,963,223

    業務費用 1,720,343,903

      人件費 897,519,069

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】

（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 4,856,043,021 8,567,979,632 -3,711,936,611

  純行政コスト（△） -2,857,236,995 -2,857,236,995

  財源 3,145,501,432 3,145,501,432

    税収等 2,475,846,340 2,475,846,340

    国県等補助金 669,655,092 669,655,092

  本年度差額 288,264,437 288,264,437

  固定資産等の変動（内部変動） 233,871,635 -233,871,635

    有形固定資産等の増加 461,023,793 -461,023,793

    有形固定資産等の減少 -231,677,692 231,677,692

    貸付金・基金等の増加 19,724,045 -19,724,045

    貸付金・基金等の減少 -15,198,511 15,198,511

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,933,405 17,933,405

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 306,197,842 251,805,040 54,392,802

本年度末純資産残高 5,162,240,863 8,819,784,672 -3,657,543,809

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 2,469,645

本年度歳計外現金増減額 -1,144,784

本年度末歳計外現金残高 1,324,861

本年度末現金預金残高 208,315,115

    その他の収入 -

財務活動収支 45,461,691

本年度資金収支額 51,211,670

前年度末資金残高 155,778,584

本年度末資金残高 206,990,254

  財務活動支出 329,201,309

    地方債償還支出 324,115,754

    その他の支出 5,085,555

  財務活動収入 374,663,000

    地方債発行収入 374,663,000

    貸付金元金回収収入 120,000

    資産売却収入 9,761,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -197,279,195

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 270,100,103

    国県等補助金収入 258,332,550

    基金取崩収入 1,886,553

【投資活動収支】

  投資活動支出 467,379,298

    公共施設等整備費支出 460,164,850

    基金積立金支出 7,214,448

    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 203,029,174

  業務収入 2,970,816,131

    税収等収入 2,476,123,683

    国県等補助金収入 411,322,542

    使用料及び手数料収入 41,373,815

    その他の収入 41,996,091

    移転費用支出 1,300,619,320

      補助金等支出 560,890,833

      社会保障給付支出 300,814,888

      他会計への繰出支出 355,559,646

      その他の支出 83,353,953

    業務費用支出 1,467,167,637

      人件費支出 903,292,319

      物件費等支出 562,786,734

      支払利息支出 520,753

      その他の支出 567,831

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 2,767,786,957


