
会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 23,922,367,320      　固定負債 7,155,952,821       
　　有形固定資産 21,225,065,125      　　地方債 6,061,298,340       
　　　事業用資産 10,187,632,431      　　長期未払金 -                        
　　　　土地 3,932,234,849       　　退職手当引当金 1,091,734,053       
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 13,753,018,120      　　その他 2,920,428             
　　　　建物減価償却累計額 -7,809,033,630      　流動負債 808,909,885          
　　　　工作物 451,304,575          　　1年内償還予定地方債 677,548,920          
　　　　工作物減価償却累計額 -189,415,440        　　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 87,832,570           
　　　　航空機 -                        　　預り金 42,161,115           

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 1,367,280             
　　　　その他 -                        負債合計 7,964,862,706       
　　　　その他減価償却累計額 -                        【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 49,523,957           　固定資産等形成分 24,820,059,255      
　　　インフラ資産 10,896,907,620      　余剰分（不足分） -7,826,596,695      
　　　　土地 1,480,585,641       　他団体出資等分 -                        
　　　　建物 329,400               
　　　　建物減価償却累計額 -33,597               
　　　　工作物 24,016,128,429      
　　　　工作物減価償却累計額 -14,603,450,253    
　　　　その他 -                        
　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 3,348,000             
　　　物品 873,428,791          
　　　物品減価償却累計額 -732,903,717        

　　無形固定資産 -                        
　　　ソフトウェア -                        
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 2,697,302,195       
　　　投資及び出資金 239,459,823          
　　　　有価証券 -                        
　　　　出資金 116,021,823          
　　　　その他 123,438,000          
　　　投資損失引当金 -                        
　　　長期延滞債権 68,707,421           

　　　長期貸付金 2,811,792             
　　　基金 2,389,704,770       

　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 2,389,704,770       

　　　その他 -                        
　　　徴収不能引当金 -3,381,611           

　流動資産 1,035,957,946       
　　現金預金 120,818,281          
　　未収金 18,294,075           
　　短期貸付金 -                        
　　基金 897,691,935          
　　　財政調整基金 791,395,788          
　　　減債基金 106,296,147          
　　棚卸資産 -                        
　　その他 -                        
　　徴収不能引当金 -846,345              純資産合計 16,993,462,560      

資産合計 24,958,325,266      負債及び純資産合計 24,958,325,266      

貸借対照表
平成29年3月31日現在



会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 6,096,015,282

　　業務費用 3,396,473,488

　　　人件費 1,319,055,475

　　　　職員給与費 1,071,265,533

　　　　賞与等引当金繰入額 87,832,570

　　　　退職手当引当金繰入額 0

　　　　その他 159,957,372

　　　物件費等 1,963,119,722

　　　　物件費 903,748,682

　　　　維持補修費 193,154,708

　　　　減価償却費 854,430,732

　　　　その他 11,785,600

　　　その他の業務費用 114,298,291

　　　　支払利息 72,236,487

　　　　徴収不能引当金繰入額 4,113,000

　　　　その他 37,948,804

　　移転費用 2,699,541,794

　　　補助金等 1,353,941,945

　　　社会保障給付 678,266,848

　　　他会計への繰出金 645,307,867

　　　その他 22,025,134

　経常収益 257,972,028

　　使用料及び手数料 115,572,715

　　その他 142,399,313

純経常行政コスト 5,838,043,254

　臨時損失 82,397,105

　　災害復旧事業費 0

　　資産除売却損 82,397,105

　　投資損失引当金繰入額 0

　　損失補償等引当金繰入額 0

　　その他 0

　臨時利益 2,815,469

　　資産売却益 2,815,469

　　その他 0

純行政コスト 5,917,624,890

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



会計：一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 17,156,172,484 25,182,978,905 -8,026,806,421 0

　純行政コスト（△） -5,917,624,890 -5,917,624,890 0

　財源 5,643,132,256 5,643,132,256 0

　　税収等 4,260,347,390 4,260,347,390 0

　　国県等補助金 1,382,784,866 1,382,784,866 0

　本年度差額 -274,492,634 -274,492,634 0

　固定資産等の変動（内部変動） -474,702,360 474,702,360

　　有形固定資産等の増加 468,202,932 -468,202,932 

　　有形固定資産等の減少 -951,362,939 951,362,939

　　貸付金・基金等の増加 512,293,138 -512,293,138 

　　貸付金・基金等の減少 -503,835,491 503,835,491

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 111,782,710 111,782,710

　他団体出資等分の増加 0 0

　他団体出資等分の減少 0 0

　比例連結割合変更に伴う差額 0 0 0 0

　その他 0 0 0 0

　本年度純資産変動額 -162,709,924 -362,919,650 200,209,726 0

本年度末純資産残高 16,993,462,560 24,820,059,255 -7,826,596,695 0

他団体出資等分

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



会計：一般会計等 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 5,225,287,647
　　業務費用支出 2,525,745,853
　　　人件費支出 1,322,412,949
　　　物件費等支出 1,108,688,990
　　　支払利息支出 72,236,487
　　　その他の支出 22,407,427
　　移転費用支出 2,699,541,794
　　　補助金等支出 1,353,941,945
　　　社会保障給付支出 678,266,848
　　　他会計への繰出支出 645,307,867
　　　その他の支出 22,025,134
　業務収入 5,515,892,836
　　税収等収入 4,265,263,969
　　国県等補助金収入 1,045,982,652
　　使用料及び手数料収入 115,295,215
　　その他の収入 89,351,000
　臨時支出 0
　　災害復旧事業費支出 0
　　その他の支出 0
　臨時収入 96,531,513
業務活動収支 387,136,702
【投資活動収支】
　投資活動支出 819,400,521
　　公共施設等整備費支出 468,202,932
　　基金積立金支出 217,759,589
　　投資及び出資金支出 123,438,000
　　貸付金支出 10,000,000
　　その他の支出 0
　投資活動収入 580,071,734
　　国県等補助金収入 240,270,701
　　基金取崩収入 311,505,196
　　貸付金元金回収収入 10,445,266
　　資産売却収入 17,850,571
　　その他の収入 0
投資活動収支 -239,328,787 
【財務活動収支】
　財務活動支出 663,273,289
　　地方債償還支出 661,906,009
　　その他の支出 1,367,280
　財務活動収入 528,934,000
　　地方債発行収入 528,934,000
　　その他の収入 0
財務活動収支 -134,339,289 
本年度資金収支額 13,468,626
前年度末資金残高 65,188,540
比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 78,657,166

前年度末歳計外現金残高 38,310,620
本年度歳計外現金増減額 3,850,495
比例連結割合変更に伴う差額 0
本年度末歳計外現金残高 42,161,115

本年度末現金預金残高 120,818,281

資金収支計算書

科目 金額

至  平成29年3月31日
自  平成28年4月 1日  


