
【様式第1号】

【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 28,257,998,470   固定負債 5,622,075,000

    有形固定資産 25,231,424,689     地方債 4,926,658,000

      事業用資産 7,446,590,239     長期未払金 -

        土地 906,651,485     退職手当引当金 695,417,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,437,863,849     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,917,829,495   流動負債 717,668,254

        工作物 19,083,600     １年内償還予定地方債 675,450,000

        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 32,617,000

        航空機 -     預り金 9,601,254

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,339,743,254

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 820,800   固定資産等形成分 30,298,899,951

      インフラ資産 17,570,423,347   余剰分（不足分） -6,198,697,780

        土地 9,305,890

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 42,016,100,713

        工作物減価償却累計額 -24,467,238,456

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,255,200

      物品 617,719,067

      物品減価償却累計額 -403,307,964

    無形固定資産 21,031,524

      ソフトウェア 21,031,524

      その他 -

    投資その他の資産 3,005,542,257

      投資及び出資金 85,168,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 82,984,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 126,707,039

      長期貸付金 -

      基金 2,815,942,218

        減債基金 64,542,784

        その他 2,751,399,434

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,275,000

  流動資産 2,181,946,955

    現金預金 132,889,790

    未収金 9,041,684

    短期貸付金 -

    基金 2,040,901,481

      財政調整基金 2,040,901,481

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -886,000 純資産合計 24,100,202,171

資産合計 30,439,945,425 負債及び純資産合計 30,439,945,425

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【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 5,191,583,329

    業務費用 4,171,229,560

      人件費 671,782,828

        職員給与費 439,793,149

        賞与等引当金繰入額 32,617,000

        退職手当引当金繰入額 -22,797,000

        その他 222,169,679

      物件費等 3,451,328,469

        物件費 2,197,583,085

        維持補修費 113,304,882

        減価償却費 1,131,826,040

        その他 8,614,462

      その他の業務費用 48,118,263

        支払利息 41,577,185

        徴収不能引当金繰入額 5,009,000

        その他 1,532,078

    移転費用 1,020,353,769

      補助金等 680,243,560

      社会保障給付 111,434,850

      他会計への繰出金 217,191,199

      その他 11,484,160

  経常収益 184,691,199

    使用料及び手数料 79,968,721

    その他 104,722,478

純経常行政コスト 5,006,892,130

  臨時損失 442,673,167

    災害復旧事業費 442,673,167

    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 5,449,565,297

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

【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 23,012,721,055 29,284,028,002 -6,271,306,947

  純行政コスト（△） -5,449,565,297 -5,449,565,297

  財源 6,537,046,413 6,537,046,413

    税収等 5,545,938,689 5,545,938,689

    国県等補助金 991,107,724 991,107,724

  本年度差額 1,087,481,116 1,087,481,116

  固定資産等の変動（内部変動） 1,014,871,949 -1,014,871,949

    有形固定資産等の増加 630,264,886 -630,264,886

    有形固定資産等の減少 -1,131,826,040 1,131,826,040

    貸付金・基金等の増加 1,719,306,665 -1,719,306,665

    貸付金・基金等の減少 -202,873,562 202,873,562

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,087,481,116 1,014,871,949 72,609,167

本年度末純資産残高 24,100,202,171 30,298,899,951 -6,198,697,780

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】

【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 4,075,759,289

    業務費用支出 3,055,405,520

      人件費支出 692,793,828

      物件費等支出 2,321,034,507

      支払利息支出 41,577,185

      その他の支出 -

    移転費用支出 1,020,353,769

      補助金等支出 680,243,560

      社会保障給付支出 111,434,850

      他会計への繰出支出 217,191,199

      その他の支出 11,484,160

  業務収入 6,375,100,412

    税収等収入 5,608,636,769

    国県等補助金収入 581,468,724

    使用料及び手数料収入 80,272,441

    その他の収入 104,722,478

  臨時支出 442,673,167

    災害復旧事業費支出 442,673,167

    その他の支出 -

  臨時収入 260,559,000

業務活動収支 2,117,226,956

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,349,571,551

    公共施設等整備費支出 630,264,886

    基金積立金支出 1,704,306,665

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 283,680,000

    国県等補助金収入 149,080,000

    基金取崩収入 119,600,000

    貸付金元金回収収入 15,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,065,891,551

【財務活動収支】

  財務活動支出 697,148,089

    地方債償還支出 697,148,089

    その他の支出 -

  財務活動収入 612,515,000

    地方債発行収入 612,515,000

前年度末歳計外現金残高 8,525,427

本年度歳計外現金増減額 1,075,827

本年度末歳計外現金残高 9,601,254

本年度末現金預金残高 132,889,790

    その他の収入 -

財務活動収支 -84,633,089

本年度資金収支額 -33,297,684

前年度末資金残高 156,586,220

本年度末資金残高 123,288,536


