
会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 41,338,650,886      　固定負債 17,370,782,910      
　　有形固定資産 38,364,237,748      　　地方債 15,198,754,599      
　　　事業用資産 13,830,782,489      　　長期未払金 -                        
　　　　土地 4,468,077,430       　　退職手当引当金 1,091,734,053       
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 18,892,208,841      　　その他 1,080,294,258       
　　　　建物減価償却累計額 -9,847,776,517      　流動負債 1,575,872,383       
　　　　工作物 586,285,453          　　1年内償還予定地方債 1,239,128,125       
　　　　工作物減価償却累計額 -317,536,675        　　未払金 139,095,758          
　　　　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 146,152,709          
　　　　航空機 -                        　　預り金 50,128,511           

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 1,367,280             
　　　　その他 -                        負債合計 18,946,655,293      
　　　　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 42,236,342,821      
　　　インフラ資産 23,822,902,340      　余剰分（不足分） -17,062,355,167    
　　　　土地 1,570,073,806       　他団体出資等分 -                        
　　　　建物 3,688,031,526       
　　　　建物減価償却累計額 -1,096,879,606      
　　　　工作物 38,826,902,266      
　　　　工作物減価償却累計額 -19,186,888,011    
　　　　その他 148,850               
　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 21,513,509           
　　　物品 2,517,660,877       
　　　物品減価償却累計額 -1,807,107,958      

　　無形固定資産 -                        
　　　ソフトウェア -                        
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 2,974,413,138       
　　　投資及び出資金 116,021,823          
　　　　有価証券 -                        
　　　　出資金 116,021,823          
　　　　その他 -                        
　　　投資損失引当金 -                        
　　　長期延滞債権 159,263,058          

　　　長期貸付金 17,261,792           
　　　基金 2,687,248,612       

　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 2,687,248,612       

　　　その他 -                        
　　　徴収不能引当金 -5,382,147           

　流動資産 2,781,992,061       
　　現金預金 1,471,686,841       
　　未収金 390,577,844          
　　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 23,587,376           
　　その他 -                        
　　徴収不能引当金 -1,551,935           純資産合計 25,173,987,654      

資産合計 44,120,642,947      負債及び純資産合計 44,120,642,947      

全体貸借対照表
平成29年3月31日現在



会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 11,598,042,647

　　業務費用 6,171,019,466

　　　人件費 2,359,541,215

　　　　職員給与費 2,053,789,441

　　　　賞与等引当金繰入額 145,664,202

　　　　退職手当引当金繰入額 0

　　　　その他 160,087,572

　　　物件費等 3,394,362,698

　　　　物件費 1,715,864,573

　　　　維持補修費 250,030,518

　　　　減価償却費 1,415,987,104

　　　　その他 12,480,503

　　　その他の業務費用 417,115,553

　　　　支払利息 272,479,065

　　　　徴収不能引当金繰入額 6,263,671

　　　　その他 138,372,817

　　移転費用 5,427,023,181

　　　補助金等 4,715,570,162

　　　社会保障給付 678,603,785

　　　他会計への繰出金 0

　　　その他 32,849,234

　経常収益 2,412,727,512

　　使用料及び手数料 2,159,913,029

　　その他 252,814,483

純経常行政コスト 9,185,315,135

　臨時損失 95,143,764

　　災害復旧事業費 0

　　資産除売却損 92,143,764

　　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 3,000,000

　臨時利益 16,381,312

　　資産売却益 16,381,312

　　その他 0

純行政コスト 9,264,077,587

全体行政コスト計算書
自　平成28年4月1日  
至　平成29年3月31日



会計：全体会計 （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 25,353,958,165 43,041,074,311 -17,687,116,146 0

　純行政コスト（△） -9,264,077,587 -9,264,077,587 0

　財源 9,094,246,771 9,094,246,771 0

　　税収等 6,533,179,315 6,533,179,315 0

　　国県等補助金 2,561,067,456 2,561,067,456 0

　本年度差額 -169,830,816 -169,830,816 0

　固定資産等の変動（内部変動） -794,591,795 794,591,795

　　有形固定資産等の増加 745,165,725 -745,165,725 

　　有形固定資産等の減少 -1,522,900,127 1,522,900,127

　　貸付金・基金等の増加 720,892,069 -720,892,069 

　　貸付金・基金等の減少 -737,749,462 737,749,462

　資産評価差額 0 0

　無償所管換等 113,298,305 113,298,305

　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 -123,438,000 -123,438,000 0 0

　本年度純資産変動額 -179,970,511 -804,731,490 624,760,979 0

本年度末純資産残高 25,173,987,654 42,236,342,821 -17,062,355,167 0

他団体出資等分

全体純資産変動計算書
自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日



会計：全体会計 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 10,162,438,853
　　業務費用支出 4,734,852,372
　　　人件費支出 2,356,067,211
　　　物件費等支出 1,986,654,387
　　　支払利息支出 272,479,065
　　　その他の支出 119,651,709
　　移転費用支出 5,427,586,481
　　　補助金等支出 4,715,570,162
　　　社会保障給付支出 678,603,785
　　　他会計への繰出支出 0
　　　その他の支出 33,412,534
　業務収入 10,907,404,396
　　税収等収入 6,388,380,946
　　国県等補助金収入 2,198,534,770
　　使用料及び手数料収入 2,120,684,187
　　その他の収入 199,804,493
　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 110,097,356
業務活動収支 855,062,899
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,042,802,000
　　公共施設等整備費支出 746,501,561
　　基金積立金支出 278,339,439
　　投資及び出資金支出 0
　　貸付金支出 17,961,000
　　その他の支出 0
　投資活動収入 761,719,951
　　国県等補助金収入 316,139,405
　　基金取崩収入 397,358,200
　　貸付金元金回収収入 11,756,266
　　資産売却収入 18,084,728
　　その他の収入 18,381,352
投資活動収支 -281,082,049 
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,207,474,336
　　地方債償還支出 1,206,107,056
　　その他の支出 1,367,280
　財務活動収入 698,534,000
　　地方債発行収入 698,534,000
　　その他の収入 0
財務活動収支 -508,940,336 
本年度資金収支額 65,040,514
前年度末資金残高 1,364,485,212
比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末資金残高 1,429,525,726

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 1,471,686,841

科目 金額

全体資金収支計算書

至  平成29年3月31日
自  平成28年4月1日  


