
【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 30,464,866,319   固定負債 6,200,421,907

    有形固定資産 27,308,386,966     地方債等 4,660,575,582

      事業用資産 7,117,187,376     長期未払金 203,294,000

        土地 1,776,684,512     退職手当引当金 1,002,989,351

        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 327,435,287

        建物減価償却累計額 -6,458,563,768   流動負債 533,168,480

        工作物 21,914,882     １年内償還予定地方債等 416,716,187

        工作物減価償却累計額 -3,383,406     未払金 54,585,681

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 25,920

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 61,840,692

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 425,256,476 負債合計 6,733,590,387

        その他減価償却累計額 -143,120,394 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 31,836,299,532

      インフラ資産 19,726,440,606   余剰分（不足分） -6,238,716,424

        土地 75,093,919   他団体出資等分 -

        建物 311,492,026

        建物減価償却累計額 -138,484,095

        工作物 38,292,668,852

        工作物減価償却累計額 -19,038,100,876

        その他 826,845,236

        その他減価償却累計額 -612,593,456

        建設仮勘定 9,519,000

      物品 1,149,060,775

      物品減価償却累計額 -684,301,791

    無形固定資産 58,930,173

      ソフトウェア 2,450,141

      その他 56,480,032

    投資その他の資産 3,097,549,180

      投資及び出資金 353,833,000

        有価証券 6,200,000

        出資金 347,633,000

        その他 -

      長期延滞債権 204,702,844

      長期貸付金 5,900,000

      基金 2,544,527,860

        減債基金 -

        その他 2,544,527,860

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,414,524

  流動資産 1,866,307,176

    現金預金 384,451,722

    未収金 116,095,890

    短期貸付金 -

    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 1,208,100

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,881,749

  繰延資産 - 純資産合計 25,597,583,108

資産合計 32,331,173,495 負債及び純資産合計 32,331,173,495

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 60,180,124

    その他 399,773

純行政コスト 7,121,854,201

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 60,579,897

  臨時損失 38,334,581

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 38,334,581

    使用料及び手数料 203,466,017

    その他 74,297,158

純経常行政コスト 7,144,099,517

      社会保障給付 470,966,924

      その他 1,048,521

  経常収益 277,763,175

        その他 72,029,061

    移転費用 4,046,249,712

      補助金等 3,571,918,818

      その他の業務費用 136,051,810

        支払利息 57,962,111

        徴収不能引当金繰入額 6,060,638

        維持補修費 84,499,563

        減価償却費 1,121,079,976

        その他 12,988,436

        その他 87,637,529

      物件費等 2,303,905,808

        物件費 1,085,337,833

        職員給与費 786,177,141

        賞与等引当金繰入額 61,840,692

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,421,862,692

    業務費用 3,375,612,980

      人件費 935,655,362

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 23,666,833,530 27,739,279,598 -4,072,446,068 -

  純行政コスト（△） -7,121,854,201 -7,121,854,201 -

  財源 6,627,139,451 6,627,139,451 -

    税収等 4,916,505,936 4,916,505,936 -

    国県等補助金 1,710,633,515 1,710,633,515 -

  本年度差額 -494,714,750 -494,714,750 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,827,584,554 -1,827,584,554

    有形固定資産等の増加 1,911,033,459 -1,911,033,459

    有形固定資産等の減少 -83,448,905 83,448,905

    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

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 144,152,933 - 144,152,933

  本年度純資産変動額 1,930,749,578 4,108,895,949 -2,178,146,371 -

本年度末純資産残高 25,597,583,108 31,848,175,547 -6,250,592,439 -

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



【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 384,451,722

財務活動収支 51,648,464

本年度資金収支額 124,005,033

前年度末資金残高 260,446,689

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 384,451,722

    地方債等償還支出 454,258,536

    その他の支出 -

  財務活動収入 505,907,000

    地方債等発行収入 505,907,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 64,757,754

    その他の収入 16,563,800

投資活動収支 -265,052,545

【財務活動収支】

  財務活動支出 454,258,536

    その他の支出 -

  投資活動収入 807,743,693

    国県等補助金収入 238,565,911

    基金取崩収入 480,555,000

    貸付金元金回収収入 7,301,228

  投資活動支出 1,072,796,238

    公共施設等整備費支出 813,020,838

    基金積立金支出 253,775,400

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,000,000

    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 337,409,114

【投資活動収支】

    税収等収入 4,888,362,060

    国県等補助金収入 1,402,573,104

    使用料及び手数料収入 218,841,798

    その他の収入 46,884,104

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,046,249,712

      補助金等支出 3,571,918,818

      社会保障給付支出 470,966,924

      その他の支出 1,048,521

  業務収入 6,556,661,066

    業務費用支出 2,250,005,074

      人件費支出 933,879,158

      物件費等支出 1,188,953,246

      支払利息支出 57,962,111

      その他の支出 69,210,559

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,296,254,786


