
【様式第1号】

＜全体会計＞ （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 17,171,175,374   固定負債 2,166,620,225

    有形固定資産 15,108,599,742     地方債等 1,707,328,225

      事業用資産 3,923,463,205     長期未払金 -

        土地 842,726,888     退職手当引当金 459,292,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,442,187,522     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,654,196,037   流動負債 306,948,092

        工作物 1,211,596,461     １年内償還予定地方債等 272,158,512

        工作物減価償却累計額 -944,481,629     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 31,333,182

        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 2,473,568,317

        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 18,069,635,112

      インフラ資産 11,037,467,856   余剰分（不足分） -2,152,501,668

        土地 70,198,520   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 26,161,287,286

        工作物減価償却累計額 -15,201,253,950

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,236,000

      物品 682,344,868

      物品減価償却累計額 -534,676,187

    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 1,987,196,700

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      長期延滞債権 11,858,520

      長期貸付金 500,000

      基金 1,959,709,689

        減債基金 430,405,558

        その他 1,529,304,131

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,662,509

  流動資産 1,219,526,387

    現金預金 318,016,432

    未収金 3,350,627

    短期貸付金 -

    基金 898,459,738

      財政調整基金 898,459,738

      減債基金 -

    棚卸資産 140,894

    その他 -

    徴収不能引当金 -441,304

  繰延資産 - 純資産合計 15,917,133,444

資産合計 18,390,701,761 負債及び純資産合計 18,390,701,761

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

＜全体会計＞ （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 2,793,256,977

    業務費用 1,664,284,558

      人件費 493,182,006

        職員給与費 399,181,060

        賞与等引当金繰入額 31,333,182

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 62,667,764

      物件費等 1,113,442,123

        物件費 339,198,970

        維持補修費 78,696,473

        減価償却費 695,546,680

        その他 -

      その他の業務費用 57,660,429

        支払利息 24,760,920

        徴収不能引当金繰入額 1,298,939

        その他 31,600,570

    移転費用 1,128,972,419

      補助金等 1,010,804,404

      社会保障給付 100,877,383

      その他 13,191,481

  経常収益 189,264,216

    使用料及び手数料 59,711,630

    その他 129,552,586

純経常行政コスト 2,603,992,761

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,603,992,761



【様式第3号】

＜全体会計＞ （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 15,979,622,366 18,239,802,395 -2,260,180,029 -

  純行政コスト（△） -2,603,992,761 -2,603,992,761 -

  財源 2,541,503,839 2,541,503,839 -

    税収等 1,885,869,853 1,885,869,853 -

    国県等補助金 655,633,986 655,633,986 -

  本年度差額 -62,488,922 -62,488,922 -

  固定資産等の変動（内部変動） -170,167,283 170,167,283

    有形固定資産等の増加 295,512,905 -295,512,905

    有形固定資産等の減少 -695,546,680 695,546,680

    貸付金・基金等の増加 266,478,498 -266,478,498

    貸付金・基金等の減少 -36,612,006 36,612,006

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -62,488,922 -170,167,283 107,678,361 -

本年度末純資産残高 15,917,133,444 18,069,635,112 -2,152,501,668 -

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】

＜全体会計＞ （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 2,092,084,280

    業務費用支出 967,211,012

      人件費支出 494,160,739

      物件費等支出 417,829,822

      支払利息支出 24,760,920

      その他の支出 30,459,531

    移転費用支出 1,124,873,268

      補助金等支出 1,010,804,404

      社会保障給付支出 100,877,383

      その他の支出 13,191,481

  業務収入 2,470,336,092

    税収等収入 1,882,212,893

    国県等補助金収入 430,601,986

    使用料及び手数料収入 59,570,778

    その他の収入 97,950,435

  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 378,251,812

【投資活動収支】

  投資活動支出 561,942,629

    公共施設等整備費支出 295,512,905

    基金積立金支出 266,429,724

    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 262,361,938

    国県等補助金収入 228,103,000

    基金取崩収入 33,942,236

    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 -299,580,691

【財務活動収支】

  財務活動支出 337,236,479

    地方債等償還支出 337,236,479

    その他の支出 -

  財務活動収入 202,400,000

    地方債等発行収入 202,400,000

    その他の収入 -

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 318,016,432

財務活動収支 -134,836,479

本年度資金収支額 -56,165,358

前年度末資金残高 370,725,392

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 314,560,034
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