
【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 127,684,002,781   固定負債 33,142,726,739

    有形固定資産 119,110,626,215     地方債 24,982,817,585

      事業用資産 61,700,916,374     長期未払金 1,001,723,000

        土地 22,546,389,972     退職手当引当金 6,681,042,000

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 66,000,000

        建物 81,074,968,291     その他 411,144,154

        建物減価償却累計額 -46,335,443,720   流動負債 3,935,108,693

        工作物 7,286,608,113     １年内償還予定地方債 3,478,595,000

        工作物減価償却累計額 -3,247,787,882     未払金 -

        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 375,291,297

        航空機 -     預り金 81,222,396

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 37,077,835,432

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 67,354,000   固定資産等形成分 130,820,632,324

      インフラ資産 56,587,965,864   余剰分（不足分） -35,151,953,287

        土地 10,829,721,060

        建物 715,660,000

        建物減価償却累計額 -488,781,153

        工作物 88,584,932,187

        工作物減価償却累計額 -50,601,167,272

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,547,601,042

      物品 2,958,293,930

      物品減価償却累計額 -2,136,549,953

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 8,573,376,565

      投資及び出資金 205,916,500

        有価証券 -

        出資金 205,916,500

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 796,572,886

      長期貸付金 1,052,099,750

      基金 6,594,302,539

        減債基金 311,590,555

        その他 6,282,711,984

      その他 -

      徴収不能引当金 -75,515,110

  流動資産 5,062,511,688

    現金預金 1,649,217,594

    未収金 301,725,738

    短期貸付金 105,556,900

    基金 3,031,072,643

      財政調整基金 3,031,072,643

      減債基金 -

    棚卸資産 3,542,413

    その他 -

    徴収不能引当金 -28,603,600 純資産合計 95,668,679,037

資産合計 132,746,514,469 負債及び純資産合計 132,746,514,469

一般会計貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

一般会計行政コスト計算書
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 33,031,591,005

    業務費用 19,823,123,888

      人件費 7,924,255,576

        職員給与費 -228,350,851

        賞与等引当金繰入額 375,291,297

        退職手当引当金繰入額 6,681,042,000

        その他 1,096,273,130

      物件費等 11,372,282,041

        物件費 5,908,620,415

        維持補修費 1,395,888,700

        減価償却費 4,058,694,355

        その他 9,078,571

      その他の業務費用 526,586,271

        支払利息 207,739,472

        徴収不能引当金繰入額 75,515,110

        その他 243,331,689

    移転費用 13,208,467,117

      補助金等 3,474,382,921

      社会保障給付 6,146,270,635

      他会計への繰出金 3,434,041,359

      その他 153,772,202

  経常収益 1,904,116,947

    使用料及び手数料 913,141,839

    その他 990,975,108

純経常行政コスト 31,127,474,058

  臨時損失 1,200,136,943

    災害復旧事業費 1,172,408,222

    資産除売却損 27,728,721

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 32,327,611,001

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 95,582,361,913 131,510,835,700 -35,928,473,787

  純行政コスト（△） -32,327,611,001 -32,327,611,001

  財源 32,398,871,911 32,398,871,911

    税収等 23,673,959,341 23,673,959,341

    国県等補助金 8,724,912,570 8,724,912,570

  本年度差額 71,260,910 71,260,910

  固定資産等の変動（内部変動） -705,259,590 705,259,590

    有形固定資産等の増加 4,672,145,879 -4,672,145,879

    有形固定資産等の減少 -6,456,295,268 6,456,295,268

    貸付金・基金等の増加 4,050,440,195 -4,050,440,195

    貸付金・基金等の減少 -2,971,550,396 2,971,550,396

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 15,056,214 15,056,214

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 86,317,124 -690,203,376 776,520,500

本年度末純資産残高 95,668,679,037 130,820,632,324 -35,151,953,287

一般会計純資産変動計算書
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）

一般会計資金収支計算書
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 29,620,628,025

    業務費用支出 16,412,160,908

      人件費支出 8,155,703,780

      物件費等支出 7,839,545,721

      支払利息支出 207,739,472

      その他の支出 209,171,935

    移転費用支出 13,208,467,117

      補助金等支出 3,474,382,921

      社会保障給付支出 6,146,270,635

      他会計への繰出支出 3,434,041,359

      その他の支出 153,772,202

  業務収入 32,903,435,133

    税収等収入 23,665,839,406

    国県等補助金収入 7,343,886,902

    使用料及び手数料収入 907,058,532

    その他の収入 986,650,293

  臨時支出 1,172,408,222

    災害復旧事業費支出 1,172,408,222

    その他の支出 -

  臨時収入 733,621,672

業務活動収支 2,844,020,558

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,469,714,543

    公共施設等整備費支出 1,913,958,087

    基金積立金支出 1,139,739,456

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,416,017,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,044,895,369

    国県等補助金収入 647,403,996

    基金取崩収入 16,263,285

    貸付金元金回収収入 2,378,721,800

    資産売却収入 2,506,288

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,424,819,174

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,297,881,808

    地方債償還支出 3,297,881,808

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,672,300,000

    地方債発行収入 2,672,300,000

前年度末歳計外現金残高 86,839,857

本年度歳計外現金増減額 -5,617,461

本年度末歳計外現金残高 81,222,396

本年度末現金預金残高 1,649,217,594

    その他の収入 -

財務活動収支 -625,581,808

本年度資金収支額 -206,380,424

前年度末資金残高 1,774,375,622

本年度末資金残高 1,567,995,198


