
【様式第1号】

【全体会計】 （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 28,452,696,134   固定負債 5,622,075,000

    有形固定資産 25,311,979,306     地方債 4,926,658,000

      事業用資産 7,523,147,839     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 12,592,213,849     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,995,621,895   流動負債 719,717,254

        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 34,666,000

        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 6,341,792,254

        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 30,493,597,615

      インフラ資産 17,570,423,347   余剰分（不足分） -6,189,932,600

        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 651,771,367

      物品減価償却累計額 -433,363,247

    無形固定資産 21,609,024

      ソフトウェア 21,609,024

      その他 -

    投資その他の資産 3,119,107,804

      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 130,187,947

      長期貸付金 -

      基金 2,926,747,857

        減債基金 64,542,784

        その他 2,862,205,073

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,996,000

  流動資産 2,192,761,135

    現金預金 142,696,670

    未収金 10,079,984

    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 -917,000 純資産合計 24,303,665,015

資産合計 30,645,457,269 負債及び純資産合計 30,645,457,269

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

【全体会計】 （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 5,703,759,814

    業務費用 4,282,666,836

      人件費 711,509,293

        職員給与費 468,381,762

        賞与等引当金繰入額 34,666,000

        退職手当引当金繰入額 -22,797,000

        その他 231,258,531

      物件費等 3,519,687,171

        物件費 2,256,077,466

        維持補修費 113,727,304

        減価償却費 1,141,267,939

        その他 8,614,462

      その他の業務費用 51,470,372

        支払利息 41,577,185

        徴収不能引当金繰入額 5,053,000

        その他 4,840,187

    移転費用 1,421,092,978

      補助金等 1,126,500,034

      社会保障給付 111,434,850

      他会計への繰出金 171,639,734

      その他 11,518,360

  経常収益 260,180,217

    使用料及び手数料 149,215,975

    その他 110,964,242

純経常行政コスト 5,443,579,597

  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 5,886,252,764

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

【全体会計】 （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 23,229,142,776 29,490,751,900 -6,261,609,124

  純行政コスト（△） -5,886,252,764 -5,886,252,764

  財源 6,960,775,003 6,960,775,003

    税収等 5,817,007,911 5,817,007,911

    国県等補助金 1,143,767,092 1,143,767,092

  本年度差額 1,074,522,239 1,074,522,239

  固定資産等の変動（内部変動） 1,002,845,715 -1,002,845,715

    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 -1,141,267,939 1,141,267,939

    貸付金・基金等の増加 1,719,796,036 -1,719,796,036

    貸付金・基金等の減少 -205,947,268 205,947,268

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,074,522,239 1,002,845,715 71,676,524

本年度末純資産残高 24,303,665,015 30,493,597,615 -6,189,932,600

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】

【全体会計】 （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 4,578,150,875

    業務費用支出 3,157,057,897

      人件費支出 732,221,293

      物件費等支出 2,383,259,419

      支払利息支出 41,577,185

      その他の支出 -

    移転費用支出 1,421,092,978

      補助金等支出 1,126,500,034

      社会保障給付支出 111,434,850

      他会計への繰出支出 171,639,734

      その他の支出 11,518,360

  業務収入 6,877,329,426

    税収等収入 5,882,717,397

    国県等補助金収入 734,128,092

    使用料及び手数料収入 149,519,695

    その他の収入 110,964,242

  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 2,117,064,384

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,350,060,922

    公共施設等整備費支出 630,264,886

    基金積立金支出 1,704,796,036

    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 -2,066,380,922

【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 142,696,670

    その他の収入 -

財務活動収支 -84,633,089

本年度資金収支額 -33,949,627

前年度末資金残高 167,045,043

本年度末資金残高 133,095,416


