
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,130,329,331 固定負債 4,456,330,788

有形固定資産 9,154,406,312 地方債 4,219,169,512
事業用資産 5,147,586,832 長期未払金 0

土地 1,285,004,557 退職手当引当金 237,161,276
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 8,265,566,916 その他 0
建物減価償却累計額 △ 4,761,428,510 流動負債 480,712,462
工作物 682,302,764 1年内償還予定地方債 296,539,791
工作物減価償却累計額 △ 330,224,895 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 32,119,700
航空機 0 預り金 152,052,971
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 4,937,043,250
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 6,366,000 固定資産等形成分 12,846,012,579

インフラ資産 3,938,842,935 余剰分（不足分） △ 4,362,833,664
土地 2,421,389,619
建物 2,431,451,050
建物減価償却累計額 △ 1,451,239,150
工作物 11,226,119,026
工作物減価償却累計額 △ 10,688,877,610
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 0

物品 414,622,867
物品減価償却累計額 △ 346,646,322

無形固定資産 0
ソフトウェア 0
その他 0

投資その他の資産 2,975,923,019
投資及び出資金 1,883,514,414

有価証券 78,664,936
出資金 1,804,849,478
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 75,039,162
長期貸付金 0
基金 1,026,786,454

減債基金 226,207,501
その他 800,578,953

その他 0
徴収不能引当金 △ 9,417,011

流動資産 1,289,892,834
現金預金 552,391,076
未収金 24,949,543
短期貸付金 0
基金 715,683,248

財政調整基金 715,683,248
減債基金 0

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △ 3,131,033 8,483,178,915

13,420,222,165 13,420,222,165

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 3,416,548,355
業務費用 2,186,795,682

人件費 705,888,216
職員給与費 468,950,391
賞与等引当金繰入額 32,119,700
退職手当引当金繰入額 163,698,822
その他 41,119,303

物件費等 1,273,606,530
物件費 890,562,945
維持補修費 64,683,953
減価償却費 317,781,182
その他 578,450

その他の業務費用 207,300,936
支払利息 48,147,041
徴収不能引当金繰入額 12,548,044
その他 146,605,851

移転費用 1,229,752,673
補助金等 622,626,855
社会保障給付 285,389,123
他会計への繰出金 321,015,263
その他 721,432

経常収益 227,914,170
使用料及び手数料 52,006,985
その他 175,907,185

純経常行政コスト 3,188,634,185
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 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト 3,188,634,185

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 8,572,520,465 12,075,610,762 △ 3,503,090,297

純行政コスト（△） △ 3,188,634,185 △ 3,188,634,185

財源 3,099,048,699 3,099,048,699

税収等 2,520,403,587 2,520,403,587

国県等補助金 578,645,112 578,645,112

本年度差額 △ 89,585,486 △ 89,585,486

固定資産等の変動（内部変動） 770,157,881 △ 770,157,881

有形固定資産等の増加 634,937,875 △ 634,937,875

有形固定資産等の減少 △ 317,781,182 317,781,182

貸付金・基金等の増加 477,164,199 △ 477,164,199

貸付金・基金等の減少 △ 24,163,011 24,163,011

資産評価差額 243,936 243,936

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 89,341,550 770,401,817 △ 859,743,367

本年度末純資産残高 8,483,178,915 12,846,012,579 △ 4,362,833,664

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 2,872,917,868

業務費用支出 1,559,284,173
人件費支出 542,672,304
物件費等支出 968,444,828
支払利息支出 48,147,041
その他の支出 20,000

移転費用支出 1,313,633,695
補助金等支出 706,507,877
社会保障給付支出 285,389,123
他会計への繰出支出 321,015,263
その他の支出 721,432

業務収入 3,304,030,218
税収等収入 2,508,867,781
国県等補助金収入 570,344,112
使用料及び手数料収入 49,154,080
その他の収入 175,664,245

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 431,112,350
【投資活動収支】

投資活動支出 1,037,062,912
公共施設等整備費支出 634,937,875
基金積立金支出 398,070,037
投資及び出資金支出 1,055,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 22,535,000
国県等補助金収入 7,789,000
基金取崩収入 11,746,000
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,014,527,912
【財務活動収支】

財務活動支出 278,365,942
地方債償還支出 278,365,942
その他の支出 -

財務活動収入 745,046,000
地方債発行収入 745,046,000
その他の収入 -

財務活動収支 466,680,058
△ 116,735,504

517,073,609
400,338,105

前年度末歳計外現金残高 152,052,971
本年度歳計外現金増減額 0
本年度末歳計外現金残高 152,052,971
本年度末現金預金残高 552,391,076

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


