
【様式第1号】

一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,864,295,322   固定負債 3,934,892,473

    有形固定資産 13,146,621,752     地方債 3,608,343,473

      事業用資産 11,158,385,708     長期未払金 -

        土地 4,439,190,271     退職手当引当金 326,549,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,869,550,777     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,823,074,586   流動負債 793,643,863

        工作物 1,208,354,840     １年内償還予定地方債 736,657,149

        工作物減価償却累計額 -603,971,606     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        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 52,220,409

        航空機 -     預り金 4,766,305

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,770,502 負債合計 4,728,536,336

        その他減価償却累計額 -549,850 【純資産の部】

        建設仮勘定 65,115,360   固定資産等形成分 18,362,410,322

      インフラ資産 1,941,654,286   余剰分（不足分） -4,180,897,752

        土地 134,743,667

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -213,983,317

        工作物 15,399,202,484

        工作物減価償却累計額 -14,009,668,574

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,921,640

      物品 623,263,721

      物品減価償却累計額 -576,681,963

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,717,673,570

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 12,971,820

      長期貸付金 6,060,000

      基金 2,583,714,572

        減債基金 -

        その他 2,583,714,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,647,822

  流動資産 3,045,753,584

    現金預金 543,325,570

    未収金 4,313,014

    短期貸付金 -

    基金 2,498,115,000

      財政調整基金 1,907,775,000

      減債基金 590,340,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 14,181,512,570

資産合計 18,910,048,906 負債及び純資産合計 18,910,048,906

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成28年4月1日

科目名 金額

  経常費用 4,298,902,049

    業務費用 2,467,810,868

      人件費 825,460,699

        職員給与費 656,913,950

        賞与等引当金繰入額 52,220,409

        退職手当引当金繰入額 76,631,000

        その他 39,695,340

      物件費等 1,592,158,507

        物件費 993,146,265

        維持補修費 77,175,066

        減価償却費 517,045,416

        その他 4,791,760

      その他の業務費用 50,191,662

        支払利息 36,194,688

        徴収不能引当金繰入額 -307,037

        その他 14,304,011

    移転費用 1,831,091,181

      補助金等 742,569,409

      社会保障給付 394,623,409

      他会計への繰出金 665,734,132

      その他 28,164,231

  経常収益 180,341,356

    使用料及び手数料 73,006,005

    その他 107,335,351

純経常行政コスト 4,118,560,693

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 4,117,267,894

    その他 -

  臨時利益 1,292,799

    資産売却益 1,292,799



【様式第3号】

一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 13,469,782,543 18,037,379,945 -4,567,597,402

  純行政コスト（△） -4,117,267,894 -4,117,267,894

  財源 4,828,997,921 4,828,997,921

    税収等 4,322,731,711 4,322,731,711

    国県等補助金 506,266,210 506,266,210

  本年度差額 711,730,027 711,730,027

  固定資産等の変動（内部変動） 325,030,377 -325,030,377

    有形固定資産等の増加 1,068,222,149 -1,068,222,149

    有形固定資産等の減少 -1,087,332,536 1,087,332,536

    貸付金・基金等の増加 359,923,306 -359,923,306

    貸付金・基金等の減少 -15,782,542 15,782,542

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 711,730,027 325,030,377 386,699,650

本年度末純資産残高 14,181,512,570 18,362,410,322 -4,180,897,752

純資産変動計算書
自　平成28年4月1日



【様式第4号】

一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成28年4月1日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,709,314,128

    業務費用支出 2,016,887,125

      人件費支出 889,533,289

      物件費等支出 1,084,492,598

      支払利息支出 36,194,688

      その他の支出 6,666,550

    移転費用支出 1,692,427,003

      補助金等支出 603,905,231

      社会保障給付支出 394,623,409

      他会計への繰出支出 665,734,132

      その他の支出 28,164,231

  業務収入 5,011,085,536

    税収等収入 4,324,477,970

    国県等補助金収入 506,266,210

    使用料及び手数料収入 73,006,005

    その他の収入 107,335,351

  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 1,301,771,408

【投資活動収支】

  投資活動支出 855,273,030

    公共施設等整備費支出 497,935,030

    基金積立金支出 356,618,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 720,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 8,737,800

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 7,000,000

    貸付金元金回収収入 445,000

    資産売却収入 1,292,800

    その他の収入 -

投資活動収支 -846,535,230

【財務活動収支】

  財務活動支出 914,968,917

    地方債償還支出 914,968,917

    その他の支出 -

  財務活動収入 389,500,000

    地方債発行収入 389,500,000

前年度末歳計外現金残高 6,086,229

本年度歳計外現金増減額 4,766,305

本年度末歳計外現金残高 10,852,534

本年度末現金預金残高 543,325,570

    その他の収入 -

財務活動収支 -525,468,917

本年度資金収支額 -70,232,739

前年度末資金残高 602,705,775

本年度末資金残高 532,473,036


