
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産     12,238,334,409 　固定負債      2,329,004,052

　　有形固定資産    10,879,379,808 　　地方債     2,173,159,512

　　　事業用資産    4,636,718,334 　　長期未払金                －

　　　　土地     228,823,599 　　退職手当引当金       149,295,000

　　　　立木竹              － 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物   6,795,229,405 　　その他         6,549,540

　　　　建物減価償却累計額 △3,179,812,323 　流動負債        225,655,512

　　　　工作物   1,620,889,243 　　１年内償還予定地方債       200,576,995

　　　　工作物減価償却累計額   △828,411,590 　　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        21,831,498

　　　　航空機              － 　　預り金         3,247,019

　　　　航空機減価償却累計額              － 　　その他                －

　　　　その他              － 負債合計       2,554,659,564

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定              － 　固定資産等形成分     12,734,148,086

　　　インフラ資産    6,232,012,625 　余剰分（不足分）    △1,410,784,189

　　　　土地         663,000

　　　　建物     165,316,000

　　　　建物減価償却累計額    △72,654,588

　　　　工作物  18,778,783,704

　　　　工作物減価償却累計額 △12,640,095,491

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定              －

　　　物品      124,721,983

　　　物品減価償却累計額    △114,073,134

　　無形固定資産         9,263,520

　　　ソフトウェア        9,263,520

　　　その他               －

　　投資その他の資産     1,349,691,081

　　　投資及び出資金        4,152,000

　　　　有価証券         200,000

　　　　出資金       3,952,000

　　　　その他              －

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権        5,800,218

　　　長期貸付金               －

　　　基金    1,039,953,493

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金     163,192,761

　　　　その他     876,760,732

　　　その他      300,000,000

　　　徴収不能引当金        △214,630

　流動資産      1,639,689,052

　　現金預金       119,638,670

　　未収金        18,182,998

　　短期貸付金                －

　　基金       495,813,677

　　　財政調整基金      495,813,677

　　　減債基金               －

　　棚卸資産                －

　　その他     1,006,726,548

　　徴収不能引当金         △672,841 純資産合計      11,323,363,897

資産合計      13,878,023,461 負債・純資産合計      13,878,023,461

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  2,363,883,682

　業務費用                 1,822,902,117

　　人件費                  386,188,506

　　　職員給与費                 320,587,292

　　　賞与等引当金繰入額                  21,831,498

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  43,769,716

　　物件費等                1,394,223,779

　　　物件費                 614,177,066

　　　維持補修費                 194,983,943

　　　減価償却費                 585,062,770

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   42,489,832

　　　支払利息                  19,029,454

　　　徴収不能引当金繰入額                          －

　　　その他                  23,460,378

　移転費用                   540,981,565

　　補助金等                  348,894,070

　　社会保障給付                   61,836,023

　　他会計への繰出金                  126,850,000

　　その他                    3,401,472

経常収益                    126,497,566

　使用料及び手数料                    29,199,671

　その他                    97,297,895

純経常行政コスト                  2,237,386,116

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                            －

臨時利益                      2,489,357

　資産売却益                     2,489,357

　その他                            －

純行政コスト                  2,234,896,759

一般会計等行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額



13,046,301,657 △1,242,504,20311,803,797,454前年度末純資産残高

△2,234,896,759△2,234,896,759　純行政コスト（△）

1,754,463,2021,754,463,202　財源

1,519,822,4401,519,822,440　　税収等

234,640,762234,640,762　　国県等補助金

△480,433,557△480,433,557　本年度差額

△312,153,571 312,153,571　固定資産等の変動（内部変動）

286,470,205 △286,470,205　　有形固定資産等の増加

△585,062,776 585,062,776　　有形固定資産等の減少

7,382,823 △7,382,823　　貸付金・基金等の増加

△20,943,823 20,943,823　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

△312,153,571 △168,279,986△480,433,557　本年度純資産変動額

12,734,148,086 △1,410,784,18911,323,363,897本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

一般会計等

至 平成29年03月31日



【業務活動収支】

　業務支出                 1,778,087,858

　　業務費用支出                1,237,106,293

　　　人件費支出                 385,455,452

　　　物件費等支出                 812,747,960

　　　支払利息支出                  19,029,454

　　　その他の支出                  19,873,427

　　移転費用支出                  540,981,565

　　　補助金等支出                 348,894,070

　　　社会保障給付支出                  61,836,023

　　　他会計への繰出支出                 126,850,000

　　　その他の支出                   3,401,472

　業務収入                 1,753,517,655

　　税収等収入                1,541,411,864

　　国県等補助金収入                  114,042,762

　　使用料及び手数料収入                   29,154,971

　　その他の収入                   68,908,058

　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                   △24,570,203

【投資活動収支】

　投資活動支出                   299,601,923

　　公共施設等整備費支出                  286,470,205

　　基金積立金支出                    5,387,670

　　投資及び出資金支出                    1,017,500

　　貸付金支出                           －

　　その他の支出                    6,726,548

　投資活動収入                   127,693,363

　　国県等補助金収入                  120,598,000

　　基金取崩収入                    4,606,000

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                    2,489,363

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △171,908,560

【財務活動収支】

　財務活動支出                   184,045,927

　　地方債償還支出                  184,045,927

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   294,317,000

　　地方債発行収入                  294,317,000

　　その他の収入                           －

一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    110,271,073

本年度資金収支額                   △86,207,690

前年度末資金残高                    196,049,801

本年度末資金残高                    109,842,111

前年度末歳計外現金残高                      9,458,219

本年度歳計外現金増減額                        338,340

本年度末歳計外現金残高                      9,796,559

本年度末現金預金残高                    119,638,670

一般会計等資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成29年03月31日

科目 金額


