
【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 200,401,498,947   固定負債 58,325,573,962

    有形固定資産 194,448,140,757     地方債 45,600,233,441

      事業用資産 71,248,754,039     長期未払金 1,887,811,212

        土地 41,772,022,385     退職手当引当金 4,254,796,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 74,114,805,329     その他 6,582,733,309

        建物減価償却累計額 -44,965,850,756   流動負債 6,383,031,979

        工作物 537,556,292     １年内償還予定地方債 4,523,237,276

        工作物減価償却累計額 -209,779,211     未払金 619,629,978

        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 519,116,000

        航空機 -     預り金 719,348,725

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,700,000

        その他 - 負債合計 64,708,605,941

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 206,223,359,945

      インフラ資産 122,793,430,094   余剰分（不足分） -55,121,712,405

        土地 45,591,335,483

        建物 1,546,994,008

        建物減価償却累計額 -708,607,636

        工作物 134,349,765,096

        工作物減価償却累計額 -62,787,424,487

        その他 9,512,068,134

        その他減価償却累計額 -6,030,726,019

        建設仮勘定 1,320,025,515

      物品 2,449,803,475

      物品減価償却累計額 -2,403,846,851

    無形固定資産 35,136,422

      ソフトウェア 34,180,996

      その他 955,426

    投資その他の資産 5,918,221,768

      投資及び出資金 33,466,060

        有価証券 1,551,460

        出資金 31,914,600

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,489,399,533

      長期貸付金 33,777,768

      基金 4,599,762,407

        減債基金 129,554,282

        その他 4,470,208,125

      その他 -

      徴収不能引当金 -238,184,000

  流動資産 15,408,754,534

    現金預金 8,295,886,184

    未収金 1,280,423,446

    短期貸付金 -

    基金 5,821,860,998

      財政調整基金 5,821,860,998

      減債基金 -

    棚卸資産 6,429,906

    その他 17,160,000

    徴収不能引当金 -13,006,000 純資産合計 151,101,647,540

資産合計 215,810,253,481 負債及び純資産合計 215,810,253,481

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）

    その他 70,584

純行政コスト 65,756,784,891

    その他 1,207,800

  臨時利益 587,285

    資産売却益 516,701

    資産除売却損 141,939,717

    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 65,614,224,659

  臨時損失 143,147,517

    災害復旧事業費 -

  経常収益 5,097,580,794

    使用料及び手数料 3,776,901,979

    その他 1,320,678,815

      社会保障給付 8,730,490,649

      他会計への繰出金 -

      その他 52,216,835

        その他 389,860,758

    移転費用 47,978,336,977

      補助金等 39,195,629,493

      その他の業務費用 867,986,606

        支払利息 516,612,848

        徴収不能引当金繰入額 -38,487,000

        維持補修費 1,253,929,594

        減価償却費 4,146,246,600

        その他 9,029,056

        その他 710,510,629

      物件費等 14,390,323,857

        物件費 8,981,118,607

        職員給与費 6,267,488,384

        賞与等引当金繰入額 515,823,000

        退職手当引当金繰入額 -18,664,000

  経常費用 70,711,805,453

    業務費用 22,733,468,476

      人件費 7,475,158,013

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)

前年度末純資産残高 145,477,233,806 199,096,280,900 -53,619,047,094

  純行政コスト（△） -65,756,784,891 -65,756,784,891

  財源 66,381,463,920 66,381,463,920

    税収等 49,167,429,816 49,167,429,816

    国県等補助金 17,214,034,104 17,214,034,104

  本年度差額 624,679,029 624,679,029

  固定資産等の変動（内部変動） 2,127,344,340 -2,127,344,340

    有形固定資産等の増加 7,270,336,848 -7,270,336,848

    有形固定資産等の減少 -4,891,922,898 4,891,922,898

    貸付金・基金等の増加 1,245,270,711 -1,245,270,711

    貸付金・基金等の減少 -1,496,340,321 1,496,340,321

  資産評価差額 - - -

  無償所管換等 4,999,734,705 4,999,734,705 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 5,624,413,734 7,127,079,045 -1,502,665,311

本年度末純資産残高 151,101,647,540 206,223,359,945 -55,121,712,405

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 518,761,743

本年度歳計外現金増減額 94,618,254

本年度末歳計外現金残高 613,379,997

本年度末現金預金残高 8,295,886,184

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,315,248,754

本年度資金収支額 -1,850,600,970

前年度末資金残高 9,533,107,157

本年度末資金残高 7,682,506,187

  財務活動支出 5,058,168,754

    地方債償還支出 4,872,714,069

    その他の支出 185,454,685

  財務活動収入 2,742,920,000

    地方債発行収入 2,742,920,000

    貸付金元金回収収入 14,714,156

    資産売却収入 72,640,535

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,822,143,022

【財務活動収支】

    貸付金支出 14,264,030

    その他の支出 164,218,320

  投資活動収入 2,098,703,567

    国県等補助金収入 611,763,080

    基金取崩収入 1,399,585,796

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,920,846,589

    公共施設等整備費支出 4,513,504,758

    基金積立金支出 1,228,859,481

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,207,800

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,207,800

  臨時収入 70,584

業務活動収支 4,286,790,806

  業務収入 70,728,543,134

    税収等収入 48,664,428,778

    国県等補助金収入 16,624,911,604

    使用料及び手数料収入 3,794,652,371

    その他の収入 1,644,550,381

    移転費用支出 47,978,336,977

      補助金等支出 39,195,629,493

      社会保障給付支出 8,730,490,649

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 52,216,835

    業務費用支出 18,462,278,135

      人件費支出 7,474,728,013

      物件費等支出 10,014,017,348

      支払利息支出 516,612,848

      その他の支出 456,919,926

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 66,440,615,112


