
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 42,842,451,197 固定負債 10,358,436,875
有形固定資産 37,487,926,973 地方債 8,957,817,875
事業用資産 10,233,708,440 長期未払金 -
土地 4,977,564,286 退職手当引当金 1,400,619,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 12,600,177,535 その他 -
建物減価償却累計額 △7,824,061,258 流動負債 1,504,470,336
工作物 1,349,304,861 1年内償還予定地方債 1,390,151,782
工作物減価償却累計額 △1,000,856,984 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 64,116,134
航空機 - 預り金 50,202,420
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 11,862,907,211

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 131,580,000 固定資産等形成分 44,325,241,201

インフラ資産 27,105,953,286 余剰分（不足分） △10,974,154,250
土地 135,830,537
建物 66,968,000
建物減価償却累計額 △47,616,960
工作物 83,093,839,623
工作物減価償却累計額 △56,143,067,914
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 899,100,249
物品減価償却累計額 △750,835,002

無形固定資産 3,843,625
ソフトウェア 3,843,625
その他 -

投資その他の資産 5,350,680,599
投資及び出資金 862,160,468
有価証券 -
出資金 862,160,468
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 83,813,208
長期貸付金 1,398,772
基金 4,406,664,328
減債基金 483,408,509
その他 3,923,255,819

その他 123,628
徴収不能引当金 △3,479,805

流動資産 2,371,542,965
現金預金 881,202,346
未収金 7,540,080
短期貸付金 798,873
基金 1,481,991,131
財政調整基金 1,481,991,131
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 91,604

徴収不能引当金 △81,069 33,351,086,951

45,213,994,162 45,213,994,162

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（平成29年３月31日現在）

科目 科目

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計



（単位：円）

金額

経常費用 8,199,928,953

業務費用 5,119,535,132

人件費 1,028,099,394

職員給与費 789,579,685

賞与等引当金繰入額 64,116,134

退職手当引当金繰入額 117,399,000

その他 57,004,575

物件費等 3,958,059,368

物件費 1,662,502,570

維持補修費 293,176,229

減価償却費 1,990,507,150

その他 11,873,419

その他の業務費用 133,376,370

支払利息 109,513,273

徴収不能引当金繰入額 3,479,805

その他 20,383,292

移転費用 3,080,393,821

補助金等 1,178,719,840

社会保障給付 808,093,508

他会計への繰出金 1,010,055,518

その他 83,524,955

経常収益 261,345,161

使用料及び手数料 92,341,661

その他 169,003,500

純経常行政コスト 7,938,583,792

臨時損失 261,089,029

災害復旧事業費 261,089,024

資産除売却損 5

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 1,176,512

資産売却益 1,176,512

その他 -

純行政コスト 8,198,496,309

【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

科目



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 45,517,023,125 △11,717,069,656

純行政コスト（△） △8,198,496,309

財源 7,749,632,868

税収等 5,836,577,766

国県等補助金 1,913,055,102

本年度差額 △448,863,441

固定資産等の変動（内部変動） △1,191,778,847 1,191,778,847

有形固定資産等の増加 582,776,488 △582,776,488

有形固定資産等の減少 △1,990,517,408 1,990,517,408

貸付金・基金等の増加 251,380,061 △251,380,061

貸付金・基金等の減少 △35,417,988 35,417,988

資産評価差額 △264,960

無償所管換等 261,883

その他 - -

本年度純資産変動額 △1,191,781,924 742,915,406

本年度末純資産残高 44,325,241,201 △10,974,154,250

△448,863,441

【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書
自　　平成28年４月１日

至　　平成29年３月31日

科目 合計

33,799,953,469

△8,198,496,309

7,749,632,868

5,836,577,766

1,913,055,102

261,883

-

△448,866,518

33,351,086,951

△264,960



【様式第４号】

（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 6,087,098,278
業務費用支出 3,006,704,457
人件費支出 909,412,202
物件費等支出 1,967,552,218
支払利息支出 109,513,273
その他の支出 20,226,764

移転費用支出 3,080,393,821
補助金等支出 1,178,719,840
社会保障給付支出 808,093,508
他会計への繰出支出 1,010,055,518
その他の支出 83,524,955

業務収入 7,626,749,360
税収等収入 5,844,640,034
国県等補助金収入 1,518,288,597
使用料及び手数料収入 94,661,950
その他の収入 169,158,779

臨時支出 261,089,024
災害復旧事業費支出 261,089,024
その他の支出 -

臨時収入 362,227,505
業務活動収支 1,640,789,563
【投資活動収支】
投資活動支出 823,267,420
公共施設等整備費支出 582,771,361
基金積立金支出 240,496,059
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 50,089,678
国県等補助金収入 32,539,000
基金取崩収入 13,597,751
貸付金元金回収収入 2,771,289
資産売却収入 1,181,638
その他の収入 -

投資活動収支 △773,177,742
【財務活動収支】
財務活動支出 1,470,820,797
地方債償還支出 1,470,820,797
その他の支出 -

財務活動収入 656,949,000
地方債発行収入 656,949,000
その他の収入 -

財務活動収支 △813,871,797
53,740,024
777,259,902
830,999,926

前年度末歳計外現金残高 45,900,304
本年度歳計外現金増減額 4,302,116
本年度末歳計外現金残高 50,202,420
本年度末現金預金残高 881,202,346

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

一般会計等資金収支計算書
自　　平成28年４月１日

至　　平成29年３月31日

科目 金額


