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【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成29年 3月31日現在）

平成28年度

一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 7,501,280,572 固定負債 2,587,972,356

有形固定資産 6,585,204,312 地方債 2,338,128,904
事業用資産 4,529,296,386 長期未払金 0

土地 442,448,953 退職手当引当金 249,843,452
立木竹 1,489,771,366 損失補償等引当金 0
建物 11,102,571,044 その他 0
建物減価償却累計額 △8,533,119,217 流動負債 284,676,395
工作物 27,624,240 1年内償還予定地方債 244,170,899
工作物減価償却累計額 0 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 25,130,000
航空機 0 預り金 15,375,496
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 負債合計 2,872,648,751
その他減価償却累計額 0

【総資産の部】建設仮勘定 0
固定資産等形成分 8,458,245,572インフラ資産 1,959,825,525
余剰分(不足分） △2,506,177,579土地 80,634,890

建物 232,387,012
建物減価償却累計額 △227,878,569

16,661,393,954工作物
工作物減価償却累計額 △14,786,711,762
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 0

物品 249,666,198
物品減価償却累計額 △153,583,797

無形固定資産 0
ソフトウェア 0
その他 0

投資その他の資産 916,076,260
投資及び出資金 130,518,393

有価証券 119,429,137
出資金 11,089,256
その他 0

投資損失引当金 △39,753,534
長期延滞債権 9,120,540
長期貸付金 3,000,000
基金 814,194,120

減債基金 0
その他 814,194,120

その他 0
徴収不能引当金 △1,003,259

流動資産 1,323,436,172
現金預金 342,496,928
未収金 24,164,363
短期貸付金 0
基金 956,965,000

財政調整基金 956,000,000
減債基金 965,000

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △190,119

繰延資産 0 純資産合計 5,952,067,993

資産合計 8,824,716,744 負債及び純資産合計 8,824,716,744



【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般会計等 （単位：円）

科目 金額

経常費用      2,692,330,047

業務費用      1,731,429,063

人件費        466,817,705

職員給与費        409,007,933

賞与等引当金繰入額         25,130,000

退職手当引当金繰入額                  0

その他         32,679,772

物件費等      1,239,748,079

物件費        598,634,988

        17,795,046維持補修費

減価償却費        621,505,225

その他          1,812,820

その他の業務費用         24,863,279

支払利息         21,295,439

徴収不能引当金繰入額                  0

その他          3,567,840

移転費用        960,900,984

補助金等        485,301,200

社会保障給付        124,745,111

他会計への繰出金        347,740,767

その他          3,113,906

経常収益        115,065,927

使用料及び手数料         58,506,509

        56,559,418その他

純経常行政コスト      2,577,264,120

臨時損失                  0

災害復旧事業費                  0

資産除売却損                  0

投資損失引当金繰入額                  0

損失補償等引当金繰入額                  0

その他                  0

臨時利益                  0

資産売却益                  0

その他                  0

純行政コスト      2,577,264,120



【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自 平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日至

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 6,418,211,677 8,573,948,107 △2,155,736,430

純行政コスト(△) △2,577,264,120 △2,577,264,120

財源 2,088,306,326 2,088,306,326

税収等 1,722,578,821 1,722,578,821

国県等補助金 365,727,505 365,727,505

本年度差額 △488,957,794 △488,957,794

固定資産等の変動(内部変動) △407,067,783 407,067,783

有形固定資産等の増加 343,681,234 △343,681,234

有形固定資産等の減少 △621,505,225 621,505,225

△32,914,208貸付金・基金等の増加 32,914,208

貸付金・基金等の減少 162,158,000△162,158,000

資産評価差額 0 0

無償所管換等 23,395,622 23,395,622

その他 △581,512 267,969,626 △268,551,138

△115,702,535本年度純資産変動額 △466,143,684 △350,441,149

5,952,067,993 8,458,245,572 △2,506,177,579本年度末純資産残高



【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日
（単位：円）一般会計等

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出     2,089,452,344

業務費用支出     1,128,551,360
人件費支出       466,863,705
物件費等支出       635,762,570
支払利息支出        21,295,439
その他の支出         4,629,646

移転費用支出       960,900,984
補助金等支出       485,301,200
社会保障給付支出       124,745,111
他会計への繰出支出       347,740,767
その他の支出         3,113,906

業務収入     2,143,180,872
税収等収入     1,724,616,989
国県等補助金収入       303,358,416
使用料及び手数料収入        58,646,049
その他の収入        56,559,418

臨時支出                 0
災害復旧事業費支出                 0
その他の支出                 0

臨時収入                 0

業務活動収支        53,728,528

【投資活動収支】
投資活動支出       376,597,442

公共施設等整備費支出       343,681,234
基金積立金支出        32,914,208
投資及び出資金支出             2,000
貸付金支出                 0
その他の支出                 0

投資活動収入       202,091,089
国県等補助金収入        39,933,089
基金取崩収入       162,158,000
貸付金元金回収収入                 0
資産売却収入                 0
その他の収入                 0

投資活動収支     △174,506,353

【財務活動収支】
財務活動支出       247,591,609

地方債償還支出       247,591,609
その他の支出                 0

財務活動収入       394,514,000
地方債発行収入       394,514,000
その他の収入                 0

財務活動収支       146,922,391

本年度資金収支額        26,144,566

前年度末資金残高       300,976,866

本年度末資金残高       327,121,432

前年度末歳計外現金残高        14,444,497

本年度歳計外現金増減額           930,999

本年度末歳計外現金残高        15,375,496

本年度末現金預金残高       342,496,928


