
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産     19,542,611,055 　固定負債      3,664,134,079

　　有形固定資産    18,697,607,272 　　地方債     2,746,822,079

　　　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       4,246,055,932

　　　　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）    △4,163,210,172

　　　　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       746,145,583

　　　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      356,196,134

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成28年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金              －

　　　　その他     356,196,134

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金      △1,036,384

　流動資産        866,785,473

　　現金預金        80,094,775

　　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                －

　繰延資産                 － 純資産合計      16,163,340,596

資産合計      20,409,396,528 負債・純資産合計      20,409,396,528

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成28年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  4,745,142,407

　業務費用                 2,640,059,761

　　人件費                  603,868,167

　　　職員給与費                 517,507,394

　　　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                  44,078,070

　　物件費等                2,000,711,215

　　　物件費                 679,123,989

　　　維持補修費                 349,772,925

　　　減価償却費                 971,814,301

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   35,480,379

　　　支払利息                  32,796,982

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

　　　その他                   1,647,013

　移転費用                 2,105,082,646

　　補助金等                1,656,388,871

　　社会保障給付                  180,299,311

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

　　その他                    9,994,670

経常収益                    267,649,281

　使用料及び手数料                   198,317,755

　その他                    69,331,526

純経常行政コスト                  4,477,493,126

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                  4,472,326,528

単体行政コスト計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

全体

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 －

△4,472,326,528△4,472,326,528　純行政コスト（△） －

4,393,030,4004,393,030,400　財源 －

3,417,021,4293,417,021,429　　税収等 －

976,008,971976,008,971　　国県等補助金 －

△79,296,128△79,296,128　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

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△463,322,761 391,917,482△71,405,279　本年度純資産変動額 －

20,326,550,768 △4,163,210,17216,163,340,596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

単体純資産変動計算書
自 平成27年04月01日

全体

至 平成28年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】

　業務支出                 3,771,895,390

　　業務費用支出                1,666,812,744

　　　人件費支出                 603,470,466

　　　物件費等支出               1,028,896,914

　　　支払利息支出                  32,798,351

　　　その他の支出                   1,647,013

　　移転費用支出                2,105,082,646

　　　補助金等支出               1,656,388,871

　　　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                   9,994,670

　業務収入                 4,638,059,513

　　税収等収入                3,415,963,325

　　国県等補助金収入                  976,008,971

　　使用料及び手数料収入                  199,074,255

　　その他の収入                   47,012,962

　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                    866,164,123

【投資活動収支】

　投資活動支出                   540,050,118

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

　　基金積立金支出                  171,123,747

　　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                  △494,242,635

【財務活動収支】

　財務活動支出                   738,131,490

　　地方債償還支出                  738,131,490

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   381,394,000

　　地方債発行収入                  381,394,000

　　その他の収入                           －

単体資金収支計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成28年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △356,737,490

本年度資金収支額                     15,183,998

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

本年度末資金残高                     56,232,848

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                     80,094,775

単体資金収支計算書
自 平成27年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成28年03月31日

科目 金額


