
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 82,902,139,656 固定負債 14,743,114,503

有形固定資産 80,122,823,804 地方債 12,475,519,398
事業用資産 26,844,908,464 長期未払金 -

土地 13,185,292,553 退職手当引当金 2,231,926,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 36,917,499,878 その他 35,669,105
建物減価償却累計額 △ 23,526,388,764 流動負債 2,108,204,428
工作物 932,211,460 1年内償還予定地方債 1,532,207,530
工作物減価償却累計額 △ 701,731,063 未払金 5,739,906
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 158,731,678
航空機 - 預り金 411,525,314
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,851,318,931
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 87,166,031,608

インフラ資産 52,887,258,888 余剰分（不足分） △ 14,914,240,476
土地 17,492,050,968
建物 507,816,994
建物減価償却累計額 △ 397,508,792
工作物 74,454,007,459
工作物減価償却累計額 △ 39,172,257,741
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 3,150,000

物品 1,062,340,755
物品減価償却累計額 △ 671,684,303

無形固定資産 30,931,924
ソフトウェア 30,931,924
その他 -

投資その他の資産 2,748,383,928
投資及び出資金 1,064,590,686

有価証券 32,347,000
出資金 1,016,478,386
その他 15,765,300

投資損失引当金 -
長期延滞債権 334,113,206
長期貸付金 230,000
基金 1,382,584,514

減債基金 -
その他 1,382,584,514

その他 -
徴収不能引当金 △ 33,134,478

流動資産 6,200,970,407
現金預金 1,829,812,766
未収金 107,265,689
短期貸付金 0
基金 4,263,891,952

財政調整基金 3,877,160,082
減債基金 386,731,870

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 72,251,791,132

89,103,110,063 89,103,110,063

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 18,565,717,337
業務費用 9,674,332,544
人件費 2,458,511,143
職員給与費 1,986,786,186
賞与等引当金繰入額 158,731,678
退職手当引当金繰入額 174,988,000
その他 138,005,279

物件費等 6,997,301,648
物件費 4,275,703,867
維持補修費 217,583,295
減価償却費 2,502,095,860
その他 1,918,626

その他の業務費用 218,519,753
支払利息 143,317,104
徴収不能引当金繰入額 6,592,059
その他 68,610,590

移転費用 8,891,384,793
補助金等 4,703,974,589
社会保障給付 3,030,831,650
他会計への繰出金 1,152,948,254
その他 3,630,300

経常収益 900,465,093
使用料及び手数料 250,630,567
その他 649,834,526

純経常行政コスト △ 17,665,252,244
臨時損失 67,987,580
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 2,163,988

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 △ 17,730,626,559

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 73,073,058,023 87,801,343,209 △ 14,728,285,186

純行政コスト（△） △ 17,730,626,559 △ 17,730,626,559

財源 16,905,455,312 16,905,455,312

税収等 13,466,004,415 13,466,004,415

国県等補助金 3,439,450,897 3,439,450,897

本年度差額 △ 825,171,247 △ 825,171,247

固定資産等の変動（内部変動） △ 627,578,353 627,578,353

有形固定資産等の増加 1,189,217,079 △ 1,189,217,079

有形固定資産等の減少 △ 2,639,860,997 2,639,860,997

貸付金・基金等の増加 1,577,755,950 △ 1,577,755,950

貸付金・基金等の減少 △ 754,690,385 754,690,385

資産評価差額 △ 281,500 △ 281,500

無償所管換等 4,185,856 4,185,856

その他 0 △ 11,637,604 11,637,604

本年度純資産変動額 △ 821,266,891 △ 635,311,601 △ 185,955,290

本年度末純資産残高 72,251,791,132 87,166,031,608 △ 14,914,240,476

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 15,866,156,268
業務費用支出 6,974,771,475
人件費支出 2,280,143,536
物件費等支出 4,495,752,221
支払利息支出 143,317,104
その他の支出 55,558,614

移転費用支出 8,891,384,793
補助金等支出 4,703,974,589
社会保障給付支出 3,030,831,650
他会計への繰出支出 1,152,948,254
その他の支出 3,630,300

業務収入 17,522,469,662
税収等収入 13,489,837,575
国県等補助金収入 3,142,356,397
使用料及び手数料収入 247,003,051
その他の収入 643,272,639

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 1,656,313,394
【投資活動収支】
投資活動支出 2,928,827,633
公共施設等整備費支出 1,188,619,556
基金積立金支出 1,504,971,077
投資及び出資金支出 37,000
貸付金支出 235,200,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,276,732,999
国県等補助金収入 297,094,500
基金取崩収入 739,271,175
貸付金元金回収収入 235,200,000
資産売却収入 5,167,324
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,652,094,634
【財務活動収支】
財務活動支出 1,525,395,094
地方債償還支出 1,525,395,094
その他の支出 -

財務活動収入 985,333,000
地方債発行収入 985,333,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 540,062,094
△ 535,843,334
1,954,130,786
1,418,287,452

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 1,829,812,766

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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


