
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産     14,278,468,441 　固定負債      2,714,465,947

　　有形固定資産    12,914,674,099 　　地方債     2,558,621,407

　　　事業用資産    4,818,504,252 　　長期未払金                －

　　　　土地     228,826,876 　　退職手当引当金       149,295,000

　　　　立木竹              － 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物   7,110,435,155 　　その他         6,549,540

　　　　建物減価償却累計額 △3,313,235,432 　流動負債        250,158,177

　　　　工作物   1,620,889,243 　　１年内償還予定地方債       222,504,655

　　　　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        24,406,503

　　　　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       2,964,624,124

　　　　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     14,784,757,463

　　　インフラ資産    8,056,941,021 　余剰分（不足分）    △1,817,463,830

　　　　土地       1,790,120 　他団体出資等分                 －

　　　　建物   1,263,639,000

　　　　建物減価償却累計額   △489,285,257

　　　　工作物  20,895,256,656

　　　　工作物減価償却累計額 △13,614,459,498

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定              －

　　　物品      232,924,198

　　　物品減価償却累計額    △193,695,372

　　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     1,354,530,822

　　　投資及び出資金        4,236,056

　　　　有価証券         200,000

　　　　出資金       4,036,056

　　　　その他              －

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権       11,610,575

　　　長期貸付金               －

　　　基金    1,039,953,493

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

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      △1,269,302

　流動資産      1,653,449,716

　　現金預金       121,595,896

　　未収金        19,809,018

　　短期貸付金                －

　　基金       506,289,022

　　　財政調整基金      506,289,022

　　　減債基金               －

　　棚卸資産                －

　　その他     1,006,726,548

　　徴収不能引当金         △970,768

　繰延資産                 － 純資産合計      12,967,293,633

資産合計      15,931,918,157 負債・純資産合計      15,931,917,757

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  2,567,605,053

　業務費用                 2,091,187,313

　　人件費                  436,924,408

　　　職員給与費                 350,881,547

　　　賞与等引当金繰入額                  24,406,503

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  61,636,358

　　物件費等                1,603,364,346

　　　物件費                 705,464,836

　　　維持補修費                 240,574,383

　　　減価償却費                 657,325,127

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   50,898,559

　　　支払利息                  25,260,209

　　　徴収不能引当金繰入額                   1,016,609

　　　その他                  24,621,741

　移転費用                   476,417,740

　　補助金等                  411,146,045

　　社会保障給付                   61,836,023

　　他会計への繰出金                           －

　　その他                    3,435,672

経常収益                    192,423,051

　使用料及び手数料                    91,762,059

　その他                   100,660,992

純経常行政コスト                  2,375,182,002

臨時損失                              1

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                             1

　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                  2,372,692,646

全体行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



15,165,714,363 △1,636,349,87913,529,364,484前年度末純資産残高 －

△2,372,692,646△2,372,692,646　純行政コスト（△） －

1,810,621,7951,810,621,795　財源 －

1,574,329,0331,574,329,033　　税収等 －

236,292,762236,292,762　　国県等補助金 －

△562,070,851△562,070,851　本年度差額 －

△380,956,900 380,956,900　固定資産等の変動（内部変動） －

290,450,005 △290,450,005　　有形固定資産等の増加 －

△657,325,134 657,325,134　　有形固定資産等の減少 －

10,051,570 △10,051,570　　貸付金・基金等の増加 －

△24,133,341 24,133,341　　貸付金・基金等の減少 －

－－　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 －

－ －－　その他

△380,956,900 △181,113,951△562,070,851　本年度純資産変動額 －

14,784,757,463 △1,817,463,83012,967,293,633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

全体純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

全体

至 平成29年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】

　業務支出                 1,909,060,000

　　業務費用支出                1,432,642,260

　　　人件費支出                 436,721,091

　　　物件費等支出                 950,170,333

　　　支払利息支出                  25,260,209

　　　その他の支出                  20,490,627

　　移転費用支出                  476,417,740

　　　補助金等支出                 411,146,045

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

　　　他会計への繰出支出                          －

　　　その他の支出                   3,435,672

　業務収入                 1,875,008,336

　　税収等収入                1,595,327,660

　　国県等補助金収入                  115,694,762

　　使用料及び手数料収入                   91,714,759

　　その他の収入                   72,271,155

　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                   △34,051,664

【投資活動収支】

　投資活動支出                   303,582,770

　　公共施設等整備費支出                  290,450,005

　　基金積立金支出                    5,388,717

　　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                  △175,889,407

【財務活動収支】

　財務活動支出                   210,987,794

　　地方債償還支出                  210,988,194

　　その他の支出                        △400

　財務活動収入                   322,917,000

　　地方債発行収入                  322,917,000

　　その他の収入                           －

全体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    111,929,206

本年度資金収支額                   △98,011,865

前年度末資金残高                    209,811,202

本年度末資金残高                    111,799,337

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                    121,595,896

全体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額


