
【様式第1号】

（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 28,424,377,083   固定負債 5,303,548,085

    有形固定資産 25,476,934,436     地方債 4,125,375,609

      事業用資産 6,856,425,091     長期未払金 203,294,000

        土地 1,776,684,512     退職手当引当金 968,750,789

        立木竹 304,491,500     損失補償等引当金 6,127,687

        建物 11,193,907,574     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,458,563,768   流動負債 459,151,892

        工作物 21,914,882     １年内償還予定地方債 391,520,510

        工作物減価償却累計額 -3,383,406     未払金 10,000,000

        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 57,631,382

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 132,813,976 負債合計 5,762,699,977

        その他減価償却累計額 -111,440,179 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 29,797,131,042

      インフラ資産 18,161,173,618   余剰分（不足分） -5,544,595,752

        土地 1,136,701

        建物 8,677,828

        建物減価償却累計額 -376,038

        工作物 36,097,249,624

        工作物減価償却累計額 -17,945,514,497

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,105,500,588

      物品減価償却累計額 -646,164,861

    無形固定資産 2,450,141

      ソフトウェア 2,450,141

      その他 -

    投資その他の資産 2,944,992,506

      投資及び出資金 350,256,000

        有価証券 6,200,000

        出資金 344,056,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 150,453,567

      長期貸付金 16,455,269

      基金 2,434,011,311

        減債基金 -

        その他 2,434,011,311

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,183,641

  流動資産 1,590,858,184

    現金預金 201,988,359

    未収金 16,806,617

    短期貸付金 1,320,746

    基金 1,371,433,213

      財政調整基金 1,020,062,681

      減債基金 351,370,532

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -690,751 純資産合計 24,252,535,290

資産合計 30,015,235,267 負債及び純資産合計 30,015,235,267

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 399,773

純行政コスト 4,749,527,166

    その他 -

  臨時利益 60,579,897

    資産売却益 60,180,124

    資産除売却損 38,334,581

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,771,772,482

  臨時損失 38,334,581

    災害復旧事業費 -

  経常収益 118,332,210

    使用料及び手数料 74,575,749

    その他 43,756,461

      社会保障給付 467,029,785

      他会計への繰出金 352,322,756

      その他 1,009,121

        その他 57,811,038

    移転費用 1,821,644,219

      補助金等 1,001,282,557

      その他の業務費用 107,687,502

        支払利息 47,918,493

        徴収不能引当金繰入額 1,957,971

        維持補修費 74,350,487

        減価償却費 1,028,859,478

        その他 12,667,421

        その他 78,541,300

      物件費等 2,097,650,203

        物件費 981,772,817

        職員給与費 726,950,086

        賞与等引当金繰入額 57,631,382

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,890,104,692

    業務費用 3,068,460,473

      人件費 863,122,768

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



【様式第3号】

（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 22,577,828,362 27,515,819,647 -4,937,991,285

  純行政コスト（△） -4,749,527,166 -4,749,527,166

  財源 4,142,922,699 4,142,922,699

    税収等 3,356,463,199 3,356,463,199

    国県等補助金 786,459,500 786,459,500

  本年度差額 -606,604,467 -606,604,467

  固定資産等の変動（内部変動） - -

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 - -

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,281,311,395 2,281,311,395

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,674,706,928 2,281,311,395 -606,604,467

本年度末純資産残高 24,252,535,290 29,797,131,042 -5,544,595,752

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 201,988,359

    その他の収入 -

財務活動収支 64,891,224

本年度資金収支額 90,927,701

前年度末資金残高 111,060,658

本年度末資金残高 201,988,359

  財務活動支出 394,215,776

    地方債償還支出 394,215,776

    その他の支出 -

  財務活動収入 459,107,000

    地方債発行収入 459,107,000

    貸付金元金回収収入 7,301,228

    資産売却収入 64,757,754

    その他の収入 -

投資活動収支 -158,735,479

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 765,492,559

    国県等補助金収入 212,878,577

    基金取崩収入 480,555,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 924,228,038

    公共施設等整備費支出 682,481,841

    基金積立金支出 235,746,197

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 77,002,834

業務活動収支 184,771,956

  業務収入 3,964,927,859

    税収等収入 3,355,708,488

    国県等補助金収入 496,578,089

    使用料及び手数料収入 73,201,743

    その他の収入 39,439,539

    移転費用支出 1,821,644,219

      補助金等支出 1,001,282,557

      社会保障給付支出 467,029,785

      他会計への繰出支出 352,322,756

      その他の支出 1,009,121

    業務費用支出 2,035,514,518

      人件費支出 861,175,062

      物件費等支出 1,068,790,725

      支払利息支出 47,918,493

      その他の支出 57,630,238

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 3,857,158,737


