
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産     18,798,987,686 　固定負債      3,450,681,770

　　有形固定資産    17,887,433,557 　　地方債     2,554,621,770

　　　事業用資産    6,488,683,835 　　長期未払金                －

　　　　土地     492,173,138 　　退職手当引当金       896,060,000

　　　　立木竹              － 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物  13,375,762,454 　　その他                －

　　　　建物減価償却累計額 △7,403,244,196 　流動負債        584,599,837

　　　　工作物      10,178,460 　　１年内償還予定地方債       517,908,373

　　　　工作物減価償却累計額     △5,518,021 　　未払金                －

　　　　船舶              － 　　未払費用            12,602

　　　　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        42,684,321

　　　　航空機              － 　　預り金        23,994,541

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

　　　　その他              － 負債合計       4,035,281,607

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定      19,332,000 　固定資産等形成分     19,583,537,077

　　　インフラ資産   11,264,012,656 　余剰分（不足分）    △3,957,890,710

　　　　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   △302,800,501

　　　　工作物  31,765,727,046

　　　　工作物減価償却累計額 △20,767,635,578

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定      15,735,600

　　　物品      496,879,810

　　　物品減価償却累計額    △362,142,744

　　無形固定資産        92,561,206

　　　ソフトウェア       21,450,006

　　　その他       71,111,200

　　投資その他の資産       818,992,923

　　　投資及び出資金      388,990,950

　　　　有価証券          55,000

　　　　出資金     143,367,249

　　　　その他     245,568,701

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権        5,299,968

　　　長期貸付金               －

　　　基金      425,863,984

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金              －

　　　　その他     425,863,984

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金      △1,161,979

　流動資産        861,940,288

　　現金預金        74,874,354

　　未収金         2,516,543

　　短期貸付金                －

　　基金       784,549,391

　　　財政調整基金      583,803,163

　　　減債基金      200,746,228

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計      15,625,646,367

資産合計      19,660,927,974 負債・純資産合計      19,660,927,974

（単位：円）

科目 金額

普通会計貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  3,458,363,095

　業務費用                 2,353,363,052

　　人件費                  561,548,072

　　　職員給与費                 476,231,941

　　　賞与等引当金繰入額                  42,684,321

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  42,631,810

　　物件費等                1,758,865,590

　　　物件費                 630,484,232

　　　維持補修費                 108,055,187

　　　減価償却費               1,020,326,171

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   32,949,390

　　　支払利息                  26,005,061

　　　徴収不能引当金繰入額                   1,161,979

　　　その他                   5,782,350

　移転費用                 1,105,000,043

　　補助金等                  628,385,437

　　社会保障給付                  189,990,067

　　他会計への繰出金                  285,796,567

　　その他                      827,972

経常収益                    134,116,840

　使用料及び手数料                    63,236,908

　その他                    70,879,932

純経常行政コスト                  3,324,246,255

臨時損失                      1,819,805

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                     1,819,805

　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                        254,800

　資産売却益                       254,800

　その他                            －

純行政コスト                  3,325,811,260

普通会計行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額



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

△3,325,811,260△3,325,811,260　純行政コスト（△）

2,827,017,4432,827,017,443　財源

2,311,522,6872,311,522,687　　税収等

515,494,756515,494,756　　国県等補助金

△498,793,817△498,793,817　本年度差額

△813,348,394 813,348,394　固定資産等の変動（内部変動）

136,097,064 △136,097,064　　有形固定資産等の増加

△1,022,902,476 1,022,902,476　　有形固定資産等の減少

166,030,464 △166,030,464　　貸付金・基金等の増加

△92,573,446 92,573,446　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

70,334,70370,334,703　無償所管換等

－ －－　その他

△743,013,691 314,554,577△428,459,114　本年度純資産変動額

19,583,537,077 △3,957,890,71015,625,646,367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28年04月01日

一般会計等

至 平成29年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                 2,436,600,451

　　業務費用支出                1,331,600,408

　　　人件費支出                 561,146,454

　　　物件費等支出                 738,539,419

　　　支払利息支出                  26,132,185

　　　その他の支出                   5,782,350

　　移転費用支出                1,105,000,043

　　　補助金等支出                 628,385,437

　　　社会保障給付支出                 189,990,067

　　　他会計への繰出支出                 285,796,567

　　　その他の支出                     827,972

　業務収入                 2,937,475,546

　　税収等収入                2,310,647,085

　　国県等補助金収入                  515,494,756

　　使用料及び手数料収入                   63,731,507

　　その他の収入                   47,602,198

　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                    500,875,095

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                   300,730,038

　　公共施設等整備費支出                  136,097,064

　　基金積立金支出                  162,850,974

　　投資及び出資金支出                    1,782,000

　　貸付金支出                           －

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                    93,584,746

　　国県等補助金収入                           －

　　基金取崩収入                   92,573,446

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                    1,011,300

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △207,145,292

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                   515,637,497

　　地方債償還支出                  515,637,497

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   192,869,000

　　地方債発行収入                  192,869,000

　　その他の収入                           －

普通会計資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △322,768,497

本年度資金収支額                   △29,038,694

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

本年度末資金残高                     50,879,813

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

本年度歳計外現金増減額                        132,614

本年度末歳計外現金残高                     23,994,541

本年度末現金預金残高                     74,874,354

普通会計資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額


