
【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 83,377,172,226  固定負債 25,999,417,109

    有形固定資産 77,330,964,561    地方債等 20,992,311,426

      事業用資産 23,622,310,999    長期未払金 -

        土地 4,269,613,265    退職手当引当金 2,295,850,754

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 45,701,470,769    その他 2,711,254,929

        建物減価償却累計額 -26,961,539,516  流動負債 3,051,350,939

        工作物 130,386,641    １年内償還予定地方債等 2,435,194,338

        工作物減価償却累計額 -    未払金 303,445,892

        船舶 19,692,759    未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -    前受金 -

        浮標等 24,514,000    前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -24,513,999    賞与等引当金 202,352,192

        航空機 -    預り金 90,568,865

        航空機減価償却累計額 -    その他 19,789,652

        その他 -負債合計 29,050,768,048

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 462,687,080  固定資産等形成分 87,376,827,059

      インフラ資産 52,474,353,522  余剰分（不足分） -26,943,117,270

        土地 153,004,778  他団体出資等分 -

        土地減損損失累計額 -

        建物 947,535,102

        建物減価償却累計額 -609,634,634

        工作物 143,199,986,458

        工作物減価償却累計額 -93,135,856,021

        その他 5,652,950,459

        その他減価償却累計額 -3,733,632,620

        建設仮勘定 -

      物品 4,993,289,276

      物品減価償却累計額 -3,758,989,236

    無形固定資産 1,743,043,944

      ソフトウェア 90,438,920

      その他 1,652,605,024

    投資その他の資産 4,303,163,721

      投資及び出資金 318,649,259

        有価証券 -

        出資金 318,649,259

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 254,265,328

      長期貸付金 173,700,961

      基金 3,583,784,054

        減債基金 -

        その他 3,583,784,054

      その他 40,495,073

      徴収不能引当金 -67,730,954

  流動資産 6,107,305,611

    現金預金 1,586,614,373

    未収金 504,880,917

    短期貸付金 -

    基金 3,999,654,833

      財政調整基金 3,230,085,823

      減債基金 769,569,010

    棚卸資産 17,473,331

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,317,843

  繰延資産 -純資産合計 60,433,709,789

資産合計 89,484,477,837負債及び純資産合計 89,484,477,837

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）

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

  経常費用 19,916,624,147

    業務費用 10,740,921,661

      人件費 3,424,593,662

        職員給与費 2,385,782,083

        賞与等引当金繰入額 132,602,192

        退職手当引当金繰入額 261,256,920

        その他 644,952,467

      物件費等 6,969,424,488

        物件費 2,815,607,484

        維持補修費 256,278,310

        減価償却費 3,890,562,335

        その他 6,976,359

      その他の業務費用 346,903,511

        支払利息 201,829,345

        徴収不能引当金繰入額 5,397,836

        その他 139,676,330

    移転費用 9,175,702,486

      補助金等 7,621,075,362

      社会保障給付 1,007,469,756

      他会計への繰出金 541,488,081

      その他 5,669,287

  経常収益 3,034,773,574

    使用料及び手数料 2,706,876,081

    その他 327,897,493

純経常行政コスト 16,881,850,573

  臨時損失 51,219,089

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 34,667,811

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 22,287,126

純行政コスト 16,904,179,798

    その他 16,551,278

  臨時利益 28,889,864

    資産売却益 6,602,738



【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 60,587,386,946 86,597,612,058 -26,010,225,112 -

  純行政コスト（△） -16,904,179,798 -16,904,179,798 -

  財源 16,757,769,272 16,757,769,272 -

    税収等 13,380,481,054 13,380,481,054 -

    国県等補助金 3,377,288,218 3,377,288,218 -

  本年度差額 -146,410,526 -146,410,526 -

  固定資産等の変動（内部変動） 763,667,632 -763,667,632

    有形固定資産等の増加 4,163,759,386 -4,163,759,386

    有形固定資産等の減少 -4,158,531,514 4,158,531,514

    貸付金・基金等の増加 1,001,418,763 -1,001,418,763

    貸付金・基金等の減少 -242,979,003 242,979,003

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,547,369 15,547,369

  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 -22,814,000 - -22,814,000

  本年度純資産変動額 -153,677,157 779,215,001 -932,892,158 -

本年度末純資産残高 60,433,709,789 87,376,827,059 -26,943,117,270 -

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）

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 16,375,010,064

    業務費用支出 7,199,307,578

      人件費支出 3,355,013,764

      物件費等支出 3,279,734,456

      支払利息支出 201,829,345

      その他の支出 362,730,013

    移転費用支出 9,175,702,486

      補助金等支出 7,621,075,362

      社会保障給付支出 1,007,469,756

      他会計への繰出支出 541,488,081

      その他の支出 5,669,287

  業務収入 19,385,188,268

    税収等収入 13,394,372,430

    国県等補助金収入 2,910,059,206

    使用料及び手数料収入 2,655,091,293

    その他の収入 425,665,339

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 5,647,000

業務活動収支 3,015,825,204

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,913,892,785

    公共施設等整備費支出 3,906,221,272

    基金積立金支出 872,099,036

    投資及び出資金支出 10,000,000

    貸付金支出 125,572,477

    その他の支出 -

  投資活動収入 893,644,021

    国県等補助金収入 503,703,012

    基金取崩収入 182,291,109

    貸付金元金回収収入 20,000,000

    資産売却収入 8,629,900

    その他の収入 179,020,000

投資活動収支 -4,020,248,764

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,840,367,460

    地方債等償還支出 2,840,367,460

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,970,700,000

    地方債等発行収入 3,970,700,000

    その他の収入 -

財務活動収支 1,130,332,540

本年度資金収支額 125,908,980

前年度末資金残高 1,386,279,420

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,512,188,400

前年度末歳計外現金残高 78,542,899

本年度歳計外現金増減額 -4,116,926

本年度末歳計外現金残高 74,425,973

本年度末現金預金残高 1,586,614,373


