
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産     26,108,867,655 　固定負債      5,156,205,179

　　有形固定資産    24,243,853,001 　　地方債     4,173,780,017

　　　事業用資産    9,616,043,634 　　長期未払金        65,611,232

　　　　土地   2,144,183,424 　　退職手当引当金       889,687,000

　　　　立木竹   2,406,003,100 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物  14,085,482,571 　　その他        27,126,930

　　　　建物減価償却累計額 △9,248,831,695 　流動負債        523,780,654

　　　　工作物     276,902,335 　　１年内償還予定地方債       411,152,477

　　　　工作物減価償却累計額    △47,696,101 　　未払金        24,995,822

　　　　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        53,078,262

　　　　航空機              － 　　預り金        34,554,093

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

　　　　その他              － 負債合計       5,679,985,833

　　　　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     28,645,953,723

　　　インフラ資産   14,129,047,429 　余剰分（不足分）    △5,627,170,873

　　　　土地     231,339,314 　他団体出資等分                 －

　　　　建物     382,485,112

　　　　建物減価償却累計額   △255,607,083

　　　　工作物  32,177,647,382

　　　　工作物減価償却累計額 △18,406,817,296

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定              －

　　　物品    1,798,812,432

　　　物品減価償却累計額  △1,300,050,494

　　無形固定資産        32,297,220

　　　ソフトウェア       32,297,220

　　　その他               －

　　投資その他の資産     1,832,717,434

　　　投資及び出資金       67,930,000

　　　　有価証券      34,000,000

　　　　出資金      33,930,000

　　　　その他              －

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権       22,959,942

　　　長期貸付金               －

　　　基金      630,468,656

（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              －

　　　　その他     630,468,656

　　　その他    1,111,533,601

　　　徴収不能引当金        △174,765

　流動資産      2,589,901,028

　　現金預金       245,547,232

　　未収金         9,819,008

　　短期貸付金                －

　　基金     2,334,534,788

　　　財政調整基金    2,023,165,504

　　　減債基金      311,369,284

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計      23,018,782,850

資産合計      28,698,768,683 負債・純資産合計      28,698,768,683

（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                  4,393,429,072

　業務費用                 2,784,032,836

　　人件費                  790,384,790

　　　職員給与費                 702,704,248

　　　賞与等引当金繰入額                  53,078,262

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  34,602,280

　　物件費等                1,940,428,977

　　　物件費               1,053,170,528

　　　維持補修費                △99,770,216

　　　減価償却費                 987,028,665

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   53,219,069

　　　支払利息                  48,225,133

　　　徴収不能引当金繰入額                      41,748

　　　その他                   4,952,188

　移転費用                 1,609,396,236

　　補助金等                1,098,018,129

　　社会保障給付                  147,784,837

　　他会計への繰出金                  357,152,902

　　その他                    6,440,368

経常収益                    223,655,049

　使用料及び手数料                   110,106,909

　その他                   113,548,140

純経常行政コスト                  4,169,774,023

臨時損失                        161,459

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                        21,459

　投資損失引当金繰入額                            －

　損失補償等引当金繰入額                            －

　その他                       140,000

臨時利益                     43,155,715

　資産売却益                    43,155,715

　その他                            －

純行政コスト                  4,126,779,767

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



28,504,191,118 △5,176,664,75623,327,526,362前年度末純資産残高

△4,126,779,767△4,126,779,767　純行政コスト（△）

3,815,090,8023,815,090,802　財源

3,100,099,0363,100,099,036　　税収等

714,991,766714,991,766　　国県等補助金

△311,688,965△311,688,965　本年度差額

138,817,152 △138,817,152　固定資産等の変動（内部変動）

1,035,168,722 △1,035,168,722　　有形固定資産等の増加

△987,028,667 987,028,667　　有形固定資産等の減少

129,748,097 △129,748,097　　貸付金・基金等の増加

△39,071,000 39,071,000　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

2,945,4532,945,453　無償所管替等

－ －－　その他

141,762,605 △450,506,117△308,743,512　本年度純資産変動額

28,645,953,723 △5,627,170,87323,018,782,850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                 3,407,219,919

　　業務費用支出                1,797,823,683

　　　人件費支出                 791,246,050

　　　物件費等支出                 953,400,312

　　　支払利息支出                  48,225,133

　　　その他の支出                   4,952,188

　　移転費用支出                1,609,396,236

　　　補助金等支出               1,098,018,129

　　　社会保障給付支出                 147,784,837

　　　他会計への繰出支出                 357,152,902

　　　その他の支出                   6,440,368

　業務収入                 3,524,490,033

　　税収等収入                3,098,254,302

　　国県等補助金収入                  243,191,302

　　使用料及び手数料収入                  109,273,589

　　その他の収入                   73,770,840

　臨時支出                            －

　　災害復旧事業費支出                           －

　　その他の支出                           －

　臨時収入                   243,708,494

業務活動収支                    360,978,608

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                   962,434,027

　　公共施設等整備費支出                  837,281,817

　　基金積立金支出                  118,452,210

　　投資及び出資金支出                    6,700,000

　　貸付金支出                           －

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                   311,269,758

　　国県等補助金収入                  228,091,970

　　基金取崩収入                   39,071,000

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                   44,106,788

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △651,164,269

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                   382,545,944

　　地方債償還支出                  382,545,944

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   626,135,000

　　地方債発行収入                  626,135,000

　　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                    243,589,056

本年度資金収支額                   △46,596,605

前年度末資金残高                    230,462,814

本年度末資金残高                    183,866,209

前年度末歳計外現金残高                     47,491,418

本年度歳計外現金増減額                     14,189,605

本年度末歳計外現金残高                     61,681,023

本年度末現金預金残高                    245,547,232

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


