
（単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,722,977,088 固定負債 17,418,781,705

有形固定資産 41,678,162,983 地方債等 15,628,625,555

事業用資産 10,387,730,465 長期未払金 -

土地 5,131,586,311 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 389,537,150

建物減価償却累計額 △7,824,061,258 流動負債 1,865,404,569

工作物 1,349,304,861 1年内償還予定地方債等 1,708,879,687

工作物減価償却累計額 △1,000,856,984 未払金 34,007,979

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 72,314,082

航空機 - 預り金 50,202,821

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 19,284,186,274

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 48,385,231,704

インフラ資産 30,809,433,271 余剰分（不足分） △17,879,923,884

土地 209,438,045 他団体出資等分 -

建物 3,354,705,859

建物減価償却累計額 △1,369,215,623

工作物 87,278,603,404

工作物減価償却累計額 △58,664,098,414

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 3,148,764,554

物品減価償却累計額 △2,667,765,307

無形固定資産 5,554,425

ソフトウェア 5,554,425

その他 -

投資その他の資産 5,039,259,680

投資及び出資金 299,842,468

有価証券 -

出資金 299,842,468

その他 -

長期延滞債権 122,855,960

長期貸付金 1,398,772

基金 4,621,995,313

減債基金 483,408,509

その他 4,138,586,804

その他 123,628

徴収不能引当金 △6,956,461

流動資産 3,066,517,006

現金預金 1,356,750,574

未収金 44,908,112

短期貸付金 798,873

基金 1,661,455,743

財政調整基金 1,661,455,743

減債基金 -

棚卸資産 4,013,440

その他 91,604

徴収不能引当金 △1,501,340

繰延資産 - 30,505,307,820

49,789,494,094 49,789,494,094

全体貸借対照表
（平成29年３月31日現在）

科目 科目

【様式第１号】

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計



【様式第２号】

（単位：円）

金額

経常費用 12,136,274,449

業務費用 5,894,645,719

人件費 1,135,770,640

職員給与費 886,572,794

賞与等引当金繰入額 71,804,271

退職手当引当金繰入額 117,399,000

その他 59,994,575

物件費等 4,466,075,498

物件費 1,953,399,265

維持補修費 310,231,746

減価償却費 2,189,059,264

その他 13,385,223

その他の業務費用 292,799,581

支払利息 240,539,599

徴収不能引当金繰入額 7,024,126

その他 45,235,856

移転費用 6,241,628,730

補助金等 5,329,447,767

社会保障給付 808,633,508

その他 103,547,455

経常収益 637,339,946

使用料及び手数料 426,726,614

その他 210,613,332

純経常行政コスト 11,498,934,503

臨時損失 261,089,029

災害復旧事業費 261,089,024

資産除売却損 5

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 11,758,847,020

全体行政コスト計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 49,371,323,250 △18,734,909,170 -

純行政コスト（△） △11,758,847,020

財源 11,627,743,837

税収等 8,130,862,939

国県等補助金 3,496,880,898

本年度差額 △131,103,183 -

固定資産等の変動（内部変動） △986,088,469 986,088,469

有形固定資産等の増加 987,130,168 △987,130,168

有形固定資産等の減少 △2,135,843,008 2,135,843,008

貸付金・基金等の増加 204,042,485 △204,042,485

貸付金・基金等の減少 △41,418,114 41,418,114

資産評価差額 △264,960

無償所管換等 261,883

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - -

本年度純資産変動額 △986,091,546 854,985,286 -

本年度末純資産残高 48,385,231,704 △17,879,923,884 -

261,883

-

△131,106,260

30,505,307,820

-

-

△264,960

30,636,414,080

△11,758,847,020

11,627,743,837

8,130,862,939

3,496,880,898

△131,103,183

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　　平成28年４月１日
至　　平成29年３月31日

科目 合計



【様式第４号】

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 9,812,186,072
業務費用支出 3,570,557,342
人件費支出 1,016,335,267
物件費等支出 2,270,219,958
支払利息支出 240,539,599
その他の支出 43,462,518

移転費用支出 6,241,628,730
補助金等支出 5,329,447,767
社会保障給付支出 808,633,508
その他の支出 103,547,455

業務収入 11,750,459,442
税収等収入 8,143,567,992
国県等補助金収入 2,963,295,515
使用料及び手数料収入 432,827,426
その他の収入 210,768,509

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 2,039,411,851
【投資活動収支】
投資活動支出 1,237,113,706
公共施設等整備費支出 990,090,001
基金積立金支出 247,023,705
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 199,877,082
国県等補助金収入 157,207,000
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 25,119,404

投資活動収支 △1,037,236,624
【財務活動収支】
財務活動支出 1,786,026,710
地方債等償還支出 1,786,026,710
その他の支出 -

財務活動収入 885,449,000
地方債等発行収入 885,449,000
その他の収入 -

財務活動収支 △900,577,710
101,597,517
1,204,950,637
1,306,548,154

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 1,356,750,574

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

全体資金収支計算書
自　　平成28年４月１日
至　　平成29年３月31日

科目 金額


