
【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 10,975,829,864   固定負債 3,864,083,337

    有形固定資産 8,287,081,157     地方債 3,202,798,643

      事業用資産 5,370,273,016     長期未払金 -

        土地 1,045,650,435     退職手当引当金 660,766,267

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,893,888,844     その他 518,427

        建物減価償却累計額 -6,158,198,161   流動負債 327,098,744

        工作物 828,625,164     １年内償還予定地方債 243,747,728

        工作物減価償却累計額 -242,393,266     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 41,617,058

        航空機 -     預り金 41,042,722

        航空機減価償却累計額 -     その他 691,236

        その他 - 負債合計 4,191,182,081

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,700,000   固定資産等形成分 12,819,957,068

      インフラ資産 2,854,457,799   余剰分（不足分） -3,442,650,805

        土地 27,396,801

        建物 870,178,265

        建物減価償却累計額 -630,164,184

        工作物 13,242,698,199

        工作物減価償却累計額 -10,656,337,082

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 685,800

      物品 623,633,031

      物品減価償却累計額 -561,282,689

    無形固定資産 8,747,208

      ソフトウェア 8,747,208

      その他 -

    投資その他の資産 2,680,001,499

      投資及び出資金 465,371,122

        有価証券 -

        出資金 38,762,936

        その他 426,608,186

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 19,775,321

      長期貸付金 4,500,000

      基金 2,191,284,067

        減債基金 -

        その他 2,191,284,067

      その他 -

      徴収不能引当金 -929,011

  流動資産 2,592,658,480

    現金預金 742,389,043

    未収金 6,544,854

    短期貸付金 180,000

    基金 1,843,947,204

      財政調整基金 1,542,084,059

      減債基金 301,863,145

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -402,621 純資産合計 9,377,306,263

資産合計 13,568,488,344 負債及び純資産合計 13,568,488,344

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 3,862,582,961

    業務費用 2,286,903,613

      人件費 748,194,528

        職員給与費 451,260,352

        賞与等引当金繰入額 41,617,058

        退職手当引当金繰入額 2,018,090

        その他 253,299,028

      物件費等 1,493,114,310

        物件費 805,823,138

        維持補修費 173,713,500

        減価償却費 513,577,672

        その他 -

      その他の業務費用 45,594,775

        支払利息 32,182,401

        徴収不能引当金繰入額 1,103,597

        その他 12,308,777

    移転費用 1,575,679,348

      補助金等 891,755,466

      社会保障給付 282,492,793

      他会計への繰出金 385,174,758

      その他 16,256,331

  経常収益 371,075,287

    使用料及び手数料 93,035,954

    その他 278,039,333

純経常行政コスト 3,491,507,674

  臨時損失 41,376,484

    災害復旧事業費 4,590,000

    資産除売却損 36,786,484

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 570,000

純行政コスト 3,530,493,526

    その他 -

  臨時利益 2,390,632

    資産売却益 1,820,632



【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 9,368,611,804 13,161,307,308 -3,792,695,504

  純行政コスト（△） -3,530,493,526 -3,530,493,526

  財源 3,540,414,952 3,540,414,952

    税収等 2,705,639,859 2,705,639,859

    国県等補助金 834,775,093 834,775,093

  本年度差額 9,921,426 9,921,426

  固定資産等の変動（内部変動） -340,123,273 340,123,273

    有形固定資産等の増加 161,672,347 -161,672,347

    有形固定資産等の減少 -513,577,672 513,577,672

    貸付金・基金等の増加 613,497,666 -613,497,666

    貸付金・基金等の減少 -601,715,614 601,715,614

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,226,967 -1,226,967

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 8,694,459 -341,350,240 350,044,699

本年度末純資産残高 9,377,306,263 12,819,957,068 -3,442,650,805

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）

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 3,379,593,289

    業務費用支出 1,803,913,941

      人件費支出 744,709,116

      物件費等支出 1,016,323,122

      支払利息支出 32,182,401

      その他の支出 10,699,302

    移転費用支出 1,575,679,348

      補助金等支出 891,755,466

      社会保障給付支出 282,492,793

      他会計への繰出支出 385,174,758

      その他の支出 16,256,331

  業務収入 3,751,465,577

    税収等収入 2,706,870,216

    国県等補助金収入 675,064,463

    使用料及び手数料収入 91,569,642

    その他の収入 277,961,256

  臨時支出 4,590,000

    災害復旧事業費支出 4,590,000

    その他の支出 -

  臨時収入 4,399,000

業務活動収支 371,681,288

【投資活動収支】

  投資活動支出 774,600,013

    公共施設等整備費支出 161,672,347

    基金積立金支出 605,919,666

    投資及び出資金支出 1,848,000

    貸付金支出 5,160,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 758,399,262

    国県等補助金収入 155,311,630

    基金取崩収入 598,267,000

    貸付金元金回収収入 3,000,000

    資産売却収入 1,820,632

    その他の収入 -

投資活動収支 -16,200,751

【財務活動収支】

  財務活動支出 314,566,908

    地方債償還支出 313,875,672

    その他の支出 691,236

  財務活動収入 244,734,000

    地方債発行収入 244,734,000

前年度末歳計外現金残高 14,016,318

本年度歳計外現金増減額 27,026,404

本年度末歳計外現金残高 41,042,722

本年度末現金預金残高 742,389,043

    その他の収入 -

財務活動収支 -69,832,908

本年度資金収支額 285,647,629

前年度末資金残高 415,698,692

本年度末資金残高 701,346,321


