
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産     19,542,529,346 　固定負債      3,796,973,144

　　有形固定資産    18,697,607,272 　　地方債     2,879,661,144

　　　事業用資産    6,708,036,698 　　長期未払金                －

　　　　土地     493,205,042 　　退職手当引当金       917,312,000

　　　　立木竹              － 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物  13,438,382,951 　　その他                －

　　　　建物減価償却累計額 △7,229,114,646 　流動負債        581,921,853

　　　　工作物      10,178,460 　　１年内償還予定地方債       515,637,497

　　　　工作物減価償却累計額     △4,615,109 　　未払金                －

　　　　船舶              － 　　未払費用           139,726

　　　　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        42,282,703

　　　　航空機              － 　　預り金        23,861,927

　　　　航空機減価償却累計額              － 　　その他                －

　　　　その他              － 負債合計       4,378,894,997

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定              － 　固定資産等形成分     20,326,550,768

　　　インフラ資産   11,866,190,353 　余剰分（不足分）    △4,272,445,287

　　　　土地      19,673,489 　他団体出資等分                 －

　　　　建物     533,312,600

　　　　建物減価償却累計額   △283,962,461

　　　　工作物  31,687,157,046

　　　　工作物減価償却累計額 △20,113,469,521

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定      23,479,200

　　　物品      455,606,746

　　　物品減価償却累計額    △332,226,525

　　無形固定資産        98,858,200

　　　ソフトウェア       27,747,000

　　　その他       71,111,200

　　投資その他の資産       746,063,874

　　　投資及び出資金      385,947,411

　　　　有価証券          55,000

　　　　出資金     142,105,710

　　　　その他     243,786,701

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権        5,038,422

　　　長期貸付金               －

　　　基金      356,114,425

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成28年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金              －

　　　　その他     356,114,425

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金      △1,036,384

　流動資産        890,471,132

　　現金預金       103,780,434

　　未収金         2,669,276

　　短期貸付金                －

　　基金       784,021,422

　　　財政調整基金      583,355,393

　　　減債基金      200,666,029

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計      16,054,105,481

資産合計      20,433,000,478 負債・純資産合計      20,433,000,478

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成28年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  3,166,614,261

　業務費用                 2,106,942,350

　　人件費                  577,687,179

　　　職員給与費                 491,550,406

　　　賞与等引当金繰入額                  42,282,703

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  43,854,070

　　物件費等                1,494,115,692

　　　物件費                 276,867,266

　　　維持補修費                 245,434,125

　　　減価償却費                 971,814,301

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   35,139,479

　　　支払利息                  32,796,982

　　　徴収不能引当金繰入額                   1,036,384

　　　その他                   1,306,113

　移転費用                 1,059,671,911

　　補助金等                  620,378,636

　　社会保障給付                  180,299,311

　　他会計への繰出金                  258,399,794

　　その他                      594,170

経常収益                    130,748,935

　使用料及び手数料                    62,518,134

　その他                    68,230,801

純経常行政コスト                  3,035,865,326

臨時損失                              2

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                             2

　投資損失引当金繰入額                            －

　損失補償等引当金繰入額                            －

　その他                            －

臨時利益                      5,166,600

　資産売却益                     5,166,600

　その他                            －

純行政コスト                  3,030,698,728

普通会計行政コスト計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成28年03月31日

科目 金額



20,789,873,529 △4,555,127,65416,234,745,875前年度末純資産残高

△3,030,698,728△3,030,698,728　純行政コスト（△）

2,842,167,4852,842,167,485　財源

2,223,562,4222,223,562,422　　税収等

618,605,063618,605,063　　国県等補助金

△188,531,243△188,531,243　本年度差額

△471,213,610 471,213,610　固定資産等の変動（内部変動）

399,648,371 △399,648,371　　有形固定資産等の増加

△1,004,832,603 1,004,832,603　　有形固定資産等の減少

174,593,205 △174,593,205　　貸付金・基金等の増加

△40,622,583 40,622,583　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

7,890,8497,890,849　無償所管換等

－ －－　その他

△463,322,761 282,682,367△180,640,394　本年度純資産変動額

20,326,550,768 △4,272,445,28716,054,105,481本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

普通会計純資産変動計算書
自 平成27年04月01日

一般会計等

至 平成28年03月31日



【業務活動収支】

　業務支出                 2,193,367,244

　　業務費用支出                1,133,695,333

　　　人件費支出                 577,289,478

　　　物件費等支出                 522,301,391

　　　支払利息支出                  32,798,351

　　　その他の支出                   1,306,113

　　移転費用支出                1,059,671,911

　　　補助金等支出                 620,378,636

　　　社会保障給付支出                 180,299,311

　　　他会計への繰出支出                 258,399,794

　　　その他の支出                     594,170

　業務収入                 2,950,296,252

　　税収等収入                2,222,504,318

　　国県等補助金収入                  618,605,063

　　使用料及び手数料収入                   63,274,634

　　その他の収入                   45,912,237

　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                    756,929,008

【投資活動収支】

　投資活動支出                   539,968,409

　　公共施設等整備費支出                  366,648,371

　　基金積立金支出                  171,042,038

　　投資及び出資金支出                    2,278,000

　　貸付金支出                           －

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                    45,807,483

　　国県等補助金収入                           －

　　基金取崩収入                   40,622,583

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                    5,184,900

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △494,160,926

【財務活動収支】

　財務活動支出                   514,992,425

　　地方債償還支出                  514,992,425

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   291,094,000

　　地方債発行収入                  291,094,000

　　その他の収入                           －

普通会計資金収支計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成28年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △223,898,425

本年度資金収支額                     38,869,657

前年度末資金残高                     41,048,850

本年度末資金残高                     79,918,507

前年度末歳計外現金残高                     25,947,745

本年度歳計外現金増減額                    △2,085,818

本年度末歳計外現金残高                     23,861,927

本年度末現金預金残高                    103,780,434

普通会計資金収支計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成28年03月31日

科目 金額


