
【様式第1号】

＜一般会計＞ （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 16,127,991,522   固定負債 1,822,734,134

    有形固定資産 14,085,578,373     地方債 1,408,012,134

      事業用資産 3,804,580,875     長期未払金 -

        土地 842,726,888     退職手当引当金 414,722,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,135,745,086     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,466,542,276   流動負債 260,449,740

        工作物 1,205,157,565     １年内償還予定地方債 227,751,989

        工作物減価償却累計額 -938,136,388     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 29,241,353

        航空機 -     預り金 3,456,398

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,083,183,874

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 25,630,000   固定資産等形成分 16,945,534,157

      インフラ資産 10,248,718,103   余剰分（不足分） -1,771,186,765

        土地 22,725,250

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 24,732,752,229

        工作物減価償却累計額 -14,513,995,376

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,236,000

      物品 445,724,407

      物品減価償却累計額 -413,445,012

    無形固定資産 75,378,932

      ソフトウェア 75,378,932

      その他 -

    投資その他の資産 1,967,034,217

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,095,442

      長期貸付金 500,000

      基金 1,942,067,699

        減債基金 430,405,558

        その他 1,511,662,141

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,419,924

  流動資産 1,129,539,744

    現金預金 310,024,742

    未収金 2,170,287

    短期貸付金 -

    基金 817,542,635

      財政調整基金 817,542,635

      減債基金 -

    棚卸資産 140,894

    その他 -

    徴収不能引当金 -338,814 純資産合計 15,174,347,392

資産合計 17,257,531,266 負債及び純資産合計 17,257,531,266

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

＜一般会計＞ （単位：円）

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 2,077,908,585

    業務費用 1,459,654,592

      人件費 440,849,370

        職員給与費 363,378,612

        賞与等引当金繰入額 29,241,353

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 48,229,405

      物件費等 984,652,261

        物件費 258,919,729

        維持補修費 78,129,473

        減価償却費 647,603,059

        その他 -

      その他の業務費用 34,152,961

        支払利息 15,721,687

        徴収不能引当金繰入額 953,864

        その他 17,477,410

    移転費用 618,253,993

      補助金等 369,904,772

      社会保障給付 100,688,883

      他会計への繰出金 137,236,957

      その他 10,423,381

  経常収益 72,079,039

    使用料及び手数料 21,082,883

    その他 50,996,156

純経常行政コスト 2,005,829,546

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 2,005,829,546

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

＜一般会計＞ （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 15,196,089,991 17,038,631,785 -1,842,541,794

  純行政コスト（△） -2,005,829,546 -2,005,829,546

  財源 1,984,086,947 1,984,086,947

    税収等 1,563,386,618 1,563,386,618

    国県等補助金 420,700,329 420,700,329

  本年度差額 -21,742,599 -21,742,599

  固定資産等の変動（内部変動） -93,097,628 93,097,628

    有形固定資産等の増加 292,562,993 -292,562,993

    有形固定資産等の減少 -647,603,059 647,603,059

    貸付金・基金等の増加 266,124,254 -266,124,254

    貸付金・基金等の減少 -4,181,816 4,181,816

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -21,742,599 -93,097,628 71,355,029

本年度末純資産残高 15,174,347,392 16,945,534,157 -1,771,186,765

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】

＜一般会計＞ （単位：円）

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 1,428,626,036

    業務費用支出 810,372,043

      人件費支出 441,036,720

      物件費等支出 336,983,581

      支払利息支出 15,721,687

      その他の支出 16,630,055

    移転費用支出 618,253,993

      補助金等支出 369,904,772

      社会保障給付支出 100,688,883

      他会計への繰出支出 137,236,957

      その他の支出 10,423,381

  業務収入 1,800,485,595

    税収等収入 1,559,770,239

    国県等補助金収入 195,668,329

    使用料及び手数料収入 20,641,871

    その他の収入 24,405,156

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 371,859,559

【投資活動収支】

  投資活動支出 558,684,555

    公共施設等整備費支出 292,562,993

    基金積立金支出 266,121,562

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 230,919,702

    国県等補助金収入 228,103,000

    基金取崩収入 2,500,000

    貸付金元金回収収入 316,702

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -327,764,853

【財務活動収支】

  財務活動支出 296,534,373

    地方債償還支出 296,534,373

    その他の支出 -

  財務活動収入 202,400,000

    地方債発行収入 202,400,000

前年度末歳計外現金残高 3,609,730

本年度歳計外現金増減額 -153,332

本年度末歳計外現金残高 3,456,398

本年度末現金預金残高 310,024,742

    その他の収入 -

財務活動収支 -94,134,373

本年度資金収支額 -50,039,667

前年度末資金残高 356,608,011

本年度末資金残高 306,568,344
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