
【様式第1号】

（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 21,699,207,574   固定負債 1,899,952,368

    有形固定資産 19,830,202,051     地方債 1,466,944,368

      事業用資産 9,210,511,040     長期未払金 -

        土地 821,407,392     退職手当引当金 433,008,000

        立木竹 5,582,617,800     損失補償等引当金 -

        建物 5,186,464,971     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,627,159,246   流動負債 198,700,323

        工作物 922,656,756     １年内償還予定地方債 172,416,202

        工作物減価償却累計額 -675,972,353     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 18,903,425

        航空機 -     預り金 7,380,696

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,098,652,691

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 495,720   固定資産等形成分 22,771,846,443

      インフラ資産 10,516,786,753   余剰分（不足分） -2,005,328,812

        土地 2,742,970

        建物 92,872,447

        建物減価償却累計額 -68,520,003

        工作物 24,604,716,023

        工作物減価償却累計額 -14,118,097,284

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,072,600

      物品 510,173,733

      物品減価償却累計額 -407,269,475

    無形固定資産 2,362,576

      ソフトウェア 2,362,576

      その他 -

    投資その他の資産 1,866,642,947

      投資及び出資金 46,569,000

        有価証券 5,300,000

        出資金 41,269,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,000

      長期貸付金 4,228,000

      基金 1,810,066,947

        減債基金 -

        その他 1,810,066,947

      その他 10,000,000

      徴収不能引当金 -4,228,000

  流動資産 1,165,962,748

    現金預金 93,011,486

    未収金 159,156

    短期貸付金 -

    基金 1,072,638,869

      財政調整基金 479,670,839

      減債基金 592,968,030

    棚卸資産 153,237

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 20,766,517,631

資産合計 22,865,170,322 負債及び純資産合計 22,865,170,322

貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 1,967,999,520

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 66,002,781

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,901,996,739

  臨時損失 66,002,781

    災害復旧事業費 -

  経常収益 105,043,285

    使用料及び手数料 37,632,017

    その他 67,411,268

      社会保障給付 77,050,286

      他会計への繰出金 149,972,730

      その他 2,092,168

        その他 4,787,234

    移転費用 494,668,275

      補助金等 265,553,091

      その他の業務費用 15,595,065

        支払利息 9,307,831

        徴収不能引当金繰入額 1,500,000

        維持補修費 139,511,042

        減価償却費 597,135,970

        その他 -

        その他 34,235,740

      物件費等 1,140,518,129

        物件費 403,871,117

        職員給与費 267,200,390

        賞与等引当金繰入額 18,903,425

        退職手当引当金繰入額 35,919,000

  経常費用 2,007,040,024

    業務費用 1,512,371,749

      人件費 356,258,555

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

科目名 金額



【様式第3号】

（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 20,997,830,073 22,699,711,752 -1,701,881,679

  純行政コスト（△） -1,967,999,520 -1,967,999,520

  財源 1,735,412,791 1,735,412,791

    税収等 1,482,106,679 1,482,106,679

    国県等補助金 253,306,112 253,306,112

  本年度差額 -232,586,729 -232,586,729

  固定資産等の変動（内部変動） 70,943,075 -70,943,075

    有形固定資産等の増加 713,187,128 -713,187,128

    有形固定資産等の減少 -663,056,080 663,056,080

    貸付金・基金等の増加 162,805,027 -162,805,027

    貸付金・基金等の減少 -141,993,000 141,993,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,274,287 1,274,287

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -231,312,442 72,217,362 -303,529,804

本年度末純資産残高 20,766,517,631 22,771,929,114 -2,005,411,483

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



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 3,895,260

本年度歳計外現金増減額 3,485,436

本年度末歳計外現金残高 7,380,696

本年度末現金預金残高 93,011,486

    その他の収入 -

財務活動収支 217,827,343

本年度資金収支額 -49,650,185

前年度末資金残高 135,280,975

本年度末資金残高 85,630,790

  財務活動支出 162,572,657

    地方債償還支出 162,572,657

    その他の支出 -

  財務活動収入 380,400,000

    地方債発行収入 380,400,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -735,492,155

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,500,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 140,500,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 140,500,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 875,992,155

    公共施設等整備費支出 713,187,128

    基金積立金支出 161,305,027

    投資及び出資金支出 -

  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 468,014,627

  業務収入 1,841,159,549

    税収等収入 1,482,184,679

    国県等補助金収入 253,306,112

    使用料及び手数料収入 38,257,490

    その他の収入 67,411,268

    移転費用支出 494,668,275

      補助金等支出 265,553,091

      社会保障給付支出 77,050,286

      他会計への繰出支出 149,972,730

      その他の支出 2,092,168

    業務費用支出 878,476,647

      人件費支出 320,846,186

      物件費等支出 544,371,446

      支払利息支出 9,307,831

      その他の支出 3,951,184

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,373,144,922


