
【様式第1号】

全体会計 （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 18,666,289,268   固定負債 5,745,880,628

    有形固定資産 15,925,424,723     地方債等 5,419,331,628

      事業用資産 11,163,935,223     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 13,875,100,292     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,823,074,586   流動負債 923,917,198

        工作物 1,208,354,840     １年内償還予定地方債等 866,930,484

        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 6,669,797,826

        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 21,309,959,548

      インフラ資産 4,713,303,942   余剰分（不足分） -5,843,152,923

        土地 135,374,210   他団体出資等分 -

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -213,983,317

        工作物 19,284,621,130

        工作物減価償却累計額 -15,139,155,707

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,009,240

      物品 625,402,121

      物品減価償却累計額 -577,216,563

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,740,864,545

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 36,862,222

      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 -2,347,249

  流動資産 3,470,315,183

    現金預金 815,720,608

    未収金 10,924,295

    短期貸付金 -

    基金 2,643,670,280

      財政調整基金 2,053,330,280

      減債基金 590,340,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 15,466,806,625

資産合計 22,136,604,451 負債及び純資産合計 22,136,604,451

貸借対照表（全体会計）
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

全体会計 （単位：円）

行政コスト計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,484,946,584

    業務費用 3,019,160,556

      人件費 953,484,439

        職員給与費 784,750,692

        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 39,882,338

      物件費等 1,946,094,025

        物件費 1,241,855,182

        維持補修費 91,373,048

        減価償却費 608,074,035

        その他 4,791,760

      その他の業務費用 119,582,092

        支払利息 67,335,115

        徴収不能引当金繰入額 385,172

        その他 51,861,805

    移転費用 3,465,786,028

      補助金等 3,041,062,588

      社会保障給付 394,623,409

      その他 30,100,031

  経常収益 479,224,759

    使用料及び手数料 166,137,239

    その他 313,087,520

純経常行政コスト 6,005,721,825

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,292,799

    資産売却益 1,292,799

    その他 -

純行政コスト 6,004,429,026



【様式第3号】

全体会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 14,605,810,934 20,648,675,356 -6,042,864,422 -

  純行政コスト（△） -6,004,429,026 -6,004,429,026 -

  財源 6,865,424,717 6,865,424,717 -

    税収等 5,642,879,266 5,642,879,266 -

    国県等補助金 1,222,545,451 1,222,545,451 -

  本年度差額 860,995,691 860,995,691 -

  固定資産等の変動（内部変動） 661,284,192 -661,284,192

    有形固定資産等の増加 1,441,758,147 -1,441,758,147

    有形固定資産等の減少 -1,178,361,155 1,178,361,155

    貸付金・基金等の増加 426,114,593 -426,114,593

    貸付金・基金等の減少 -28,227,393 28,227,393

  資産評価差額 - -

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 860,995,691 661,284,192 199,711,499 -

本年度末純資産残高 15,466,806,625 21,309,959,548 -5,843,152,923 -

純資産変動計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

全体会計 （単位：円）

資金収支計算書（全体会計）
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,803,784,047

    業務費用支出 2,494,205,307

      人件費支出 1,035,100,139

      物件費等支出 1,348,537,881

      支払利息支出 67,335,115

      その他の支出 43,232,172

    移転費用支出 3,309,578,740

      補助金等支出 2,884,855,300

      社会保障給付支出 394,623,409

      その他の支出 30,100,031

  業務収入 7,350,412,534

    税収等収入 5,648,642,324

    国県等補助金収入 1,222,545,451

    使用料及び手数料収入 166,137,239

    その他の収入 313,087,520

  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 1,546,628,487

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,294,023,941

    公共施設等整備費支出 871,469,566

    基金積立金支出 421,834,375

    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 -1,285,286,141

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,073,902,050

    地方債等償還支出 1,073,902,050

    その他の支出 -

  財務活動収入 734,100,000

    地方債等発行収入 734,100,000

    その他の収入 -

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 815,720,608

財務活動収支 -339,802,050

本年度資金収支額 -78,459,704

前年度末資金残高 883,327,778

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 804,868,074


