
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 32,479,108,833 固定負債 8,506,794,754

有形固定資産 30,946,132,638 地方債等 8,069,544,926
事業用資産 5,353,241,919 長期未払金 19,810,000

土地 878,933,233 退職手当引当金 369,650,000
立木竹 187,550,515 損失補償等引当金 0
建物 12,270,559,270 その他 47,789,828
建物減価償却累計額 △ 7,992,559,899 流動負債 990,092,765
工作物 8,758,800 1年内償還予定地方債等 880,560,383
工作物減価償却累計額 - 未払金 10,309,600
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 74,353,516
航空機 - 預り金 24,869,266
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 9,496,887,519
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 33,577,216,886

インフラ資産 25,430,702,383 余剰分（不足分） △ 9,179,654,156
土地 16,697,303
建物 506,947,850
建物減価償却累計額 △ 266,547,378
工作物 67,832,007,074
工作物減価償却累計額 △ 42,668,403,266
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 10,000,800

物品 719,746,160
物品減価償却累計額 △ 557,557,824

無形固定資産 26,581,200
ソフトウェア 26,581,200
その他 -

投資その他の資産 1,506,394,995
投資及び出資金 153,937,000

有価証券 50,030,000
出資金 103,907,000
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 129,590,390
長期貸付金 155,428,784
基金 1,074,518,587

減債基金 400,479,667
その他 674,038,920

その他 -
徴収不能引当金 △ 7,079,766

流動資産 1,415,341,416
現金預金 303,735,345
未収金 14,280,663
短期貸付金 14,625,000
基金 1,083,483,053

財政調整基金 1,083,483,053
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 782,645

繰延資産 - 24,397,562,730
33,894,450,249 33,894,450,249

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

経常費用 6,800,216,367
業務費用 4,476,081,479

人件費 1,158,206,012
職員給与費 1,034,809,269
賞与等引当金繰入額 74,353,516
退職手当引当金繰入額 -
その他 49,043,227

物件費等 3,194,735,229
物件費 1,405,422,444
維持補修費 137,277,478
減価償却費 1,648,716,417
その他 3,318,890

その他の業務費用 123,140,238
支払利息 103,732,186
徴収不能引当金繰入額 3,739,364
その他 15,668,688

移転費用 2,324,134,888
補助金等 1,956,499,911
社会保障給付 364,988,077
他会計への繰出金 0
その他 2,646,900

経常収益 885,238,192
使用料及び手数料 312,095,783
その他 573,142,409

純経常行政コスト △ 5,914,978,175
臨時損失 653,005,671

災害復旧事業費 647,778,469
資産除売却損 5,227,202
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 19,083,777
資産売却益 16,585,777
その他 2,498,000

純行政コスト △ 6,548,900,069

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 25,506,309,323 34,977,706,630 △ 9,471,397,307

純行政コスト（△） △ 6,548,900,069 △ 6,548,900,069

財源 5,438,565,189 5,438,565,189

税収等 4,422,512,425 4,422,512,425

国県等補助金 1,016,052,764 1,016,052,764

本年度差額 △ 1,110,334,880 △ 1,110,334,880

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,402,078,031 1,402,078,031

有形固定資産等の増加 435,400,225 △ 435,400,225

有形固定資産等の減少 △ 1,648,764,461 1,648,764,461

貸付金・基金等の増加 291,336,061 △ 291,336,061

貸付金・基金等の減少 △ 480,049,856 480,049,856

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,588,287 1,588,287

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,108,746,593 △ 1,400,489,744 291,743,151

本年度末純資産残高 24,397,562,730 33,577,216,886 △ 9,179,654,156

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 5,156,733,484

業務費用支出 2,832,598,596
人件費支出 1,158,956,490
物件費等支出 1,561,560,915
支払利息支出 103,732,186
その他の支出 8,349,005

移転費用支出 2,324,134,888
補助金等支出 1,956,499,911
社会保障給付支出 364,988,077
他会計への繰出支出 0
その他の支出 2,646,900

業務収入 6,117,540,810
税収等収入 4,447,118,336
国県等補助金収入 799,704,764
使用料及び手数料収入 312,765,302
その他の収入 557,952,408

臨時支出 655,436,990
災害復旧事業費支出 650,209,790
その他の支出 5,227,200

臨時収入 158,165,918
業務活動収支 463,536,254
【投資活動収支】

投資活動支出 586,920,607
公共施設等整備費支出 418,799,304
基金積立金支出 146,525,303
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 21,596,000
その他の支出 -

投資活動収入 591,774,675
国県等補助金収入 95,091,000
基金取崩収入 454,262,082
貸付金元金回収収入 25,787,774
資産売却収入 16,633,819
その他の収入 -

投資活動収支 4,854,068
【財務活動収支】

財務活動支出 898,530,121
地方債償還支出 898,530,121
その他の支出 -

財務活動収入 508,459,000
地方債発行収入 508,459,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 390,071,121
78,319,201

189,665,968
267,985,169

前年度末歳計外現金残高 35,165,397
本年度歳計外現金増減額 584,779
本年度末歳計外現金残高 35,750,176
本年度末現金預金残高 303,735,345

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


