
【様式第1号】

〈全体会計〉 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 100,308,675,668   固定負債 42,696,218,892

    有形固定資産 98,426,021,234     地方債等 35,124,435,876

      事業用資産 46,808,295,863     長期未払金 -

        土地 33,979,100,429     退職手当引当金 4,091,329,466

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,954,479,636     その他 3,480,453,550

        建物減価償却累計額 -18,676,093,511   流動負債 4,243,017,529

        工作物 643,711,284     １年内償還予定地方債等 3,233,107,180

        工作物減価償却累計額 -421,952,255     未払金 361,270,851

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,700,462

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 366,346,678

        航空機 -     預り金 199,500,146

        航空機減価償却累計額 -     その他 70,092,212

        その他 - 負債合計 46,939,236,421

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,329,050,280   固定資産等形成分 101,937,126,115

      インフラ資産 51,248,283,183   余剰分（不足分） -43,541,753,209

        土地 4,083,650,419   他団体出資等分 -

        建物 248,392,944

        建物減価償却累計額 -146,652,119

        工作物 72,982,473,830

        工作物減価償却累計額 -33,624,391,159

        その他 13,674,401,313

        その他減価償却累計額 -6,123,125,780

        建設仮勘定 153,533,735

      物品 1,777,507,424

      物品減価償却累計額 -1,408,065,236

    無形固定資産 275,628,682

      ソフトウェア 11,757,663

      その他 263,871,019

    投資その他の資産 1,607,025,752

      投資及び出資金 112,207,692

        有価証券 -

        出資金 112,207,692

        その他 -

      長期延滞債権 750,181,904

      長期貸付金 -

      基金 848,260,172

        減債基金 63,745,000

        その他 784,515,172

      その他 -

      徴収不能引当金 -103,624,016

  流動資産 5,025,933,659

    現金預金 2,610,785,488

    未収金 761,888,592

    短期貸付金 -

    基金 1,628,450,447

      財政調整基金 1,628,450,447

      減債基金 -

    棚卸資産 34,956,267

    その他 43,092,000

    徴収不能引当金 -53,239,135

  繰延資産 - 純資産合計 58,395,372,906

資産合計 105,334,609,327 負債及び純資産合計 105,334,609,327

全体貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

〈全体会計〉 （単位：円）

    資産売却益 33,730

    その他 -

純行政コスト 34,911,749,578

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 104,826

  臨時利益 33,730

  臨時損失 32,817,339

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 32,712,513

    使用料及び手数料 3,916,549,666

    その他 393,724,694

純経常行政コスト 34,878,965,969

      社会保障給付 6,073,273,590

      その他 184,720,173

  経常収益 4,310,274,360

        その他 391,279,775

    移転費用 24,549,269,262

      補助金等 18,291,275,499

      その他の業務費用 1,135,932,891

        支払利息 643,387,507

        徴収不能引当金繰入額 101,265,609

        維持補修費 63,374,282

        減価償却費 2,461,685,090

        その他 21,103,627

        その他 756,725,794

      物件費等 7,666,768,936

        物件費 5,120,605,937

        職員給与費 4,334,892,124

        賞与等引当金繰入額 363,118,642

        退職手当引当金繰入額 382,532,680

  経常費用 39,189,240,329

    業務費用 14,639,971,067

      人件費 5,837,269,240

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

科目名 金額



【様式第3号】

〈全体会計〉 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 58,628,293,979 102,292,524,542 -43,664,230,563 -

  純行政コスト（△） -34,911,749,578 -34,911,749,578 -

  財源 34,619,260,845 34,619,260,845 -

    税収等 23,142,223,194 23,142,223,194 -

    国県等補助金 11,477,037,651 11,477,037,651 -

  本年度差額 -292,488,733 -292,488,733 -

  固定資産等の変動（内部変動） -414,966,087 414,966,087

    有形固定資産等の増加 2,082,181,093 -2,082,181,093

    有形固定資産等の減少 -2,508,999,816 2,508,999,816

    貸付金・基金等の増加 291,183,397 -291,183,397

    貸付金・基金等の減少 -279,330,761 279,330,761

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 59,567,660 59,567,660

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -232,921,073 -355,398,427 122,477,354 -

本年度末純資産残高 58,395,372,906 101,937,126,115 -43,541,753,209 -

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



【様式第4号】

〈全体会計〉 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 87,008,827

本年度歳計外現金増減額 -21,089,996

本年度末歳計外現金残高 65,918,831

本年度末現金預金残高 2,610,785,488

財務活動収支 60,193,018

本年度資金収支額 312,215,989

前年度末資金残高 2,232,650,668

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,544,866,657

    地方債等償還支出 3,265,750,829

    その他の支出 55,982,137

  財務活動収入 3,381,925,984

    地方債等発行収入 3,358,400,000

    その他の収入 23,525,984

    資産売却収入 33,730

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,792,863,693

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,321,732,966

    その他の支出 -

  投資活動収入 470,898,171

    国県等補助金収入 289,782,541

    基金取崩収入 181,081,900

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 2,263,761,864

    公共施設等整備費支出 2,085,400,363

    基金積立金支出 178,361,501

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 2,044,886,664

【投資活動収支】

    税収等収入 22,924,395,684

    国県等補助金収入 11,248,019,651

    使用料及び手数料収入 3,965,689,151

    その他の収入 387,091,457

  臨時支出 -

    移転費用支出 24,549,269,262

      補助金等支出 18,291,275,499

      社会保障給付支出 6,073,273,590

      その他の支出 184,720,173

  業務収入 38,525,195,943

    業務費用支出 11,931,040,017

      人件費支出 5,762,136,732

      物件費等支出 5,220,697,922

      支払利息支出 643,387,505

      その他の支出 304,817,858

全体資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 36,480,309,279


