
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 133,583,304,066 固定負債 57,963,690,213

有形固定資産 129,076,302,320 地方債等 32,112,159,535
事業用資産 26,844,908,465 長期未払金 -

土地 13,185,292,553 退職手当引当金 2,517,254,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 36,917,841,128 その他 23,334,276,678
建物減価償却累計額 △ 23,526,730,013 流動負債 4,150,253,120
工作物 932,211,460 1年内償還予定地方債等 3,078,900,208
工作物減価償却累計額 △ 701,731,063 未払金 459,355,837
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7,913,205
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 181,123,637
航空機 - 預り金 411,525,314
航空機減価償却累計額 - その他 11,434,919
その他 - 62,113,943,333
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 38,024,400 固定資産等形成分 138,314,541,624

インフラ資産 99,747,483,855 余剰分（不足分） △ 56,465,622,904
土地 20,345,004,078
建物 3,194,199,467
建物減価償却累計額 △ 759,151,527
工作物 127,617,423,078
工作物減価償却累計額 △ 50,737,072,575
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 87,081,334

物品 4,728,310,316
物品減価償却累計額 △ 2,244,400,316

無形固定資産 1,878,305,247
ソフトウェア 36,638,162
その他 1,841,667,085

投資その他の資産 2,628,696,499
投資及び出資金 558,285,100

有価証券 532,322,000
出資金 10,197,800
その他 15,765,300

投資損失引当金 -
長期延滞債権 482,073,826
長期貸付金 230,000
基金 1,675,287,528

減債基金 -
その他 1,675,287,528

その他 -
徴収不能引当金 △ 87,179,955

流動資産 10,379,557,987
現金預金 5,236,319,372
未収金 411,144,619
短期貸付金 -
基金 4,731,237,558

財政調整基金 4,344,505,688
減債基金 386,731,870

棚卸資産 3,308,971
その他 3,463,500
徴収不能引当金 △ 5,916,033

繰延資産 - 81,848,918,720
143,962,862,053 143,962,862,053

全体貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

経常費用 29,649,680,725
業務費用 13,339,934,164
人件費 2,738,274,749
職員給与費 2,179,777,821
賞与等引当金繰入額 186,271,783
退職手当引当金繰入額 212,695,448
その他 159,529,697

物件費等 9,769,299,036
物件費 5,408,351,571
維持補修費 293,021,583
減価償却費 4,066,007,256
その他 1,918,626

その他の業務費用 832,360,379
支払利息 585,401,272
徴収不能引当金繰入額 42,270,393
その他 204,688,714

移転費用 16,309,746,561
補助金等 12,977,612,215
社会保障給付 3,051,736,158
他会計への繰出金 -
その他 280,398,188

経常収益 2,853,174,184
使用料及び手数料 2,138,867,642
その他 714,306,542

純経常行政コスト 26,796,506,541
臨時損失 71,567,165
災害復旧事業費 -
資産除売却損 65,823,592
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 5,743,573

臨時利益 2,613,265
資産売却益 816,155
その他 1,797,110

純行政コスト 26,865,460,441

全体行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 82,130,354,644 140,136,056,721 △ 58,005,702,077

純行政コスト（△） △ 26,865,460,441 △ 26,865,460,441

財源 26,498,666,451 26,498,666,451

税収等 20,032,814,732 20,032,814,732

国県等補助金 6,465,851,719 6,465,851,719

本年度差額 △ 366,793,990 △ 366,793,990

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,897,505,030 1,897,505,030

有形固定資産等の増加 1,837,205,058 △ 1,837,205,058

有形固定資産等の減少 △ 4,269,509,129 4,269,509,129

貸付金・基金等の増加 1,730,959,426 △ 1,730,959,426

貸付金・基金等の減少 △ 1,196,160,385 1,196,160,385

資産評価差額 △ 281,500 △ 281,500

無償所管換等 85,639,566 85,639,566

その他 △ 9,368,133 9,368,133

本年度純資産変動額 △ 281,435,924 △ 1,821,515,097 1,540,079,173

本年度末純資産残高 81,848,918,720 138,314,541,624 △ 56,465,622,904

全体純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 25,330,264,160
業務費用支出 9,020,517,599
人件費支出 2,529,878,495
物件費等支出 5,706,619,826
支払利息支出 585,401,272
その他の支出 198,618,006

移転費用支出 16,309,746,561
補助金等支出 12,977,612,215
社会保障給付支出 3,051,736,158
他会計への繰出支出 0
その他の支出 280,398,188

業務収入 28,263,648,932
税収等収入 19,548,295,687
国県等補助金収入 5,860,617,227
使用料及び手数料収入 2,136,327,868
その他の収入 718,408,150

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 2,933,384,772
【投資活動収支】
投資活動支出 3,658,145,250
公共施設等整備費支出 1,764,733,697
基金積立金支出 1,558,174,553
投資及び出資金支出 100,037,000
貸付金支出 235,200,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,944,702,731
国県等補助金収入 353,922,352
基金取崩収入 780,821,175
貸付金元金回収収入 235,200,000
資産売却収入 405,087,324
その他の収入 169,671,880

投資活動収支 △ 1,713,442,519
【財務活動収支】
財務活動支出 3,000,911,839
地方債償還支出 3,000,911,839
その他の支出 -

財務活動収入 1,670,733,000
地方債発行収入 1,670,733,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,330,178,839
△ 110,236,586
4,935,030,644
4,824,794,058

前年度末歳計外現金残高 391,844,011
本年度歳計外現金増減額 19,681,303
本年度末歳計外現金残高 411,525,314
本年度末現金預金残高 5,236,319,372

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


