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

　固定資産     22,170,746,137 　固定負債      4,912,341,741

　　有形固定資産    21,226,624,038 　　地方債     3,970,390,741

　　　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       941,951,000

　　　　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        731,352,178

　　　　工作物      10,178,460 　　１年内償還予定地方債       662,573,539

　　　　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        44,771,496

　　　　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       5,643,693,919

　　　　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     23,052,120,888

　　　インフラ資産   14,599,582,665 　余剰分（不足分）    △5,536,372,539

　　　　土地      33,900,533 　他団体出資等分                 －

　　　　建物   1,066,523,000

　　　　建物減価償却累計額   △631,736,607

　　　　工作物  38,307,435,817

　　　　工作物減価償却累計額 △24,576,507,278

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定     399,967,200

　　　物品      500,873,189

　　　物品減価償却累計額    △362,515,651

　　無形固定資産        93,316,901

　　　ソフトウェア       21,450,006

　　　その他       71,866,895

　　投資その他の資産       850,805,198

　　　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        8,034,801

　　　長期貸付金               －

　　　基金      456,262,658

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金              －

　　　　その他     456,262,658

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金      △2,483,211

　流動資産        988,696,131

　　現金預金       100,671,326

　　未収金         6,650,104

　　短期貸付金                －

　　基金       881,374,701

　　　財政調整基金      680,628,473

　　　減債基金      200,746,228

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                －

　繰延資産                 － 純資産合計      17,515,748,349

資産合計      23,159,442,268 負債・純資産合計      23,159,442,268

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  4,814,092,006

　業務費用                 2,982,787,619

　　人件費                  590,373,991

　　　職員給与費                 499,591,685

　　　賞与等引当金繰入額                  44,771,496

　　　退職手当引当金繰入額                   3,185,000

　　　その他                  42,825,810

　　物件費等                2,325,604,746

　　　物件費               1,025,258,319

　　　維持補修費                 125,356,787

　　　減価償却費               1,174,989,640

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   66,808,882

　　　支払利息                  58,184,522

　　　徴収不能引当金繰入額                   2,483,211

　　　その他                   6,141,149

　移転費用                 1,831,304,387

　　補助金等                1,636,206,148

　　社会保障給付                  189,990,067

　　他会計への繰出金                           －

　　その他                    5,108,172

経常収益                    587,003,236

　使用料及び手数料                   203,844,226

　その他                   383,159,010

純経常行政コスト                  4,227,088,770

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                  4,228,653,775

単体行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



23,633,523,241 △5,862,176,92517,771,346,316前年度末純資産残高 －

△4,228,653,775△4,228,653,775　純行政コスト（△） －

3,883,659,1053,883,659,105　財源 －

2,914,719,2362,914,719,236　　税収等 －

968,939,869968,939,869　　国県等補助金 －

△344,994,670△344,994,670　本年度差額 －

△670,799,056 670,799,056　固定資産等の変動（内部変動） －

432,405,864 △432,405,864　　有形固定資産等の増加 －

△1,177,565,945 1,177,565,945　　有形固定資産等の減少 －

166,934,471 △166,934,471　　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

89,396,70389,396,703　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

△581,402,353 325,804,386△255,597,967　本年度純資産変動額 －

23,052,120,888 △5,536,372,53917,515,748,349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28年04月01日

全体

至 平成29年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                 3,633,004,397

　　業務費用支出                1,801,700,010

　　　人件費支出                 586,788,545

　　　物件費等支出               1,150,615,106

　　　支払利息支出                  58,311,646

　　　その他の支出                   5,984,713

　　移転費用支出                1,831,304,387

　　　補助金等支出               1,636,206,148

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

　　　他会計への繰出支出                          －

　　　その他の支出                   5,108,172

　業務収入                 4,445,308,943

　　税収等収入                2,912,552,824

　　国県等補助金収入                  968,939,869

　　使用料及び手数料収入                  204,393,997

　　その他の収入                  359,422,253

　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                    812,304,546

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                   597,131,450

　　公共施設等整備費支出                  432,405,864

　　基金積立金支出                  162,943,586

　　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                  △503,546,704

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                   688,060,568

　　地方債償還支出                  680,920,690

　　その他の支出                    7,139,878

　財務活動収入                   363,969,000

　　地方債発行収入                  363,969,000

　　その他の収入                           －

単体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △324,091,568

本年度資金収支額                   △15,333,726

前年度末資金残高                     92,010,511

本年度末資金残高                     76,676,785

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                    100,671,326

単体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額


