
【様式第1号】

会計：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 11,669,357,323   固定負債 4,654,717,446

    有形固定資産 9,833,082,334     地方債 4,505,471,193

      事業用資産 6,430,566,771     長期未払金 -

        土地 963,680,775     退職手当引当金 149,246,253

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 17,409,345,288     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,996,567,292   流動負債 759,495,662

        工作物 46,958,400     １年内償還予定地方債 662,922,884

        工作物減価償却累計額 -     未払金 -

        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 59,884,026

        航空機 -     預り金 36,688,752

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,414,213,108

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,149,600   固定資産等形成分 12,614,197,323

      インフラ資産 3,293,480,163   余剰分（不足分） -4,955,007,054

        土地 912,448,090

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 11,331,961,355

        工作物減価償却累計額 -8,950,929,282

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 464,030,708

      物品減価償却累計額 -354,995,308

    無形固定資産 30,770,606

      ソフトウェア 30,770,606

      その他 -

    投資その他の資産 1,805,504,383

      投資及び出資金 124,196,497

        有価証券 96,095,497

        出資金 28,101,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 61,904,456

      長期貸付金 -

      基金 1,623,922,455

        減債基金 -

        その他 1,623,922,455

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,519,025

  流動資産 1,404,046,054

    現金預金 451,890,366

    未収金 7,891,788

    短期貸付金 -

    基金 944,840,000

      財政調整基金 900,000,000

      減債基金 44,840,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -576,100 純資産合計 7,659,190,269

資産合計 13,073,403,377 負債及び純資産合計 13,073,403,377

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 5,226,275,566

    業務費用 2,896,411,828

      人件費 1,018,226,055

        職員給与費 773,573,218

        賞与等引当金繰入額 59,884,026

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 184,768,811

      物件費等 1,788,408,931

        物件費 898,353,938

        維持補修費 356,587,599

        減価償却費 533,467,394

        その他 -

      その他の業務費用 89,776,842

        支払利息 40,466,002

        徴収不能引当金繰入額 4,473,350

        その他 44,837,490

    移転費用 2,329,863,738

      補助金等 1,263,515,913

      社会保障給付 484,565,620

      他会計への繰出金 576,857,215

      その他 4,924,990

  経常収益 253,027,073

    使用料及び手数料 95,696,639

    その他 157,330,434

純経常行政コスト 4,973,248,493

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 4,934,245,433

    その他 -

  臨時利益 39,003,060

    資産売却益 39,003,060



【様式第3号】

会計：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 7,499,583,434 12,646,509,438 -5,146,926,004

  純行政コスト（△） -4,934,245,433 -4,934,245,433

  財源 5,087,283,908 5,087,283,908

    税収等 3,923,529,050 3,923,529,050

    国県等補助金 1,163,754,858 1,163,754,858

  本年度差額 153,038,475 153,038,475

  固定資産等の変動（内部変動） -34,108,010 34,108,010

    有形固定資産等の増加 338,390,384 -338,390,384

    有形固定資産等の減少 -533,467,394 533,467,394

    貸付金・基金等の増加 195,569,000 -195,569,000

    貸付金・基金等の減少 -34,600,000 34,600,000

  資産評価差額 -256,500 -256,500

  無償所管換等 6,808,860 6,808,860

  その他 16,000 -4,756,465 4,772,465

  本年度純資産変動額 159,606,835 -32,312,115 191,918,950

本年度末純資産残高 7,659,190,269 12,614,197,323 -4,955,007,054

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 4,688,265,909

    業務費用支出 2,358,402,171

      人件費支出 1,018,157,142

      物件費等支出 1,254,941,537

      支払利息支出 40,466,002

      その他の支出 44,837,490

    移転費用支出 2,329,863,738

      補助金等支出 1,263,515,913

      社会保障給付支出 484,565,620

      他会計への繰出支出 576,857,215

      その他の支出 4,924,990

  業務収入 5,139,843,881

    税収等収入 3,923,358,950

    国県等補助金収入 963,457,858

    使用料及び手数料収入 95,696,639

    その他の収入 157,330,434

  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 451,577,972

【投資活動収支】

  投資活動支出 533,969,384

    公共施設等整備費支出 338,390,384

    基金積立金支出 173,569,000

    投資及び出資金支出 10,000

    貸付金支出 22,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 273,900,060

    国県等補助金収入 200,297,000

    基金取崩収入 12,600,000

    貸付金元金回収収入 22,000,000

    資産売却収入 39,003,060

    その他の収入 -

投資活動収支 -260,069,324

【財務活動収支】

  財務活動支出 712,715,094

    地方債償還支出 712,715,094

    その他の支出 -

  財務活動収入 565,300,000

    地方債発行収入 565,300,000

前年度末歳計外現金残高 35,682,430

本年度歳計外現金増減額 1,006,322

本年度末歳計外現金残高 36,688,752

本年度末現金預金残高 451,890,366

    その他の収入 -

財務活動収支 -147,415,094

本年度資金収支額 44,093,554

前年度末資金残高 371,108,060

本年度末資金残高 415,201,614


