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

　固定資産      54,386,846,106 　固定負債       6,398,717,738

　　有形固定資産      51,830,010,400 　　地方債       5,519,615,898

　　　事業用資産      22,816,502,743 　　長期未払金                  －

　　　　土地         463,156,901 　　退職手当引当金         868,255,000

　　　　立木竹         348,950,620 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      34,067,315,282 　　その他          10,846,840

　　　　建物減価償却累計額    △13,217,211,744 　流動負債          82,146,814

　　　　工作物       1,315,207,709 　　１年内償還予定地方債          21,040,253

　　　　工作物減価償却累計額       △567,158,025 　　未払金              91,300

　　　　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          41,375,044

　　　　航空機                  － 　　預り金          19,640,217

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

　　　　その他                  － 負債合計       6,480,864,552

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定         406,242,000 　固定資産等形成分      57,231,706,787

　　　インフラ資産      27,506,186,156 　余剰分（不足分）     △6,133,493,840

　　　　土地          83,562,484 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,334,317,523

　　　　建物減価償却累計額       △858,695,607

　　　　工作物      42,136,376,101

　　　　工作物減価償却累計額    △16,192,560,345

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定           3,186,000

　　　物品       3,099,964,358

　　　物品減価償却累計額     △1,592,642,857

　　無形固定資産          28,366,400

　　　ソフトウェア          28,366,400

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       2,528,469,306

　　　投資及び出資金          14,940,000

　　　　有価証券           6,065,000

　　　　出資金           8,875,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          16,765,545

　　　長期貸付金          19,170,000

　　　基金       2,242,448,306

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       2,233,700,857

　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △649,875

　流動資産       3,192,231,393

　　現金預金         187,266,932

　　未収金           1,773,817

　　短期貸付金           1,920,000

　　基金       2,998,798,918

　　　財政調整基金       2,015,271,731

　　　減債基金         983,527,187

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      51,098,212,947

資産合計      57,579,077,499 負債・純資産合計      57,579,077,499

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  4,777,968,278

　業務費用                  3,358,111,165

　　人件費                    891,734,596

　　　職員給与費                    555,307,923

　　　賞与等引当金繰入額                     43,228,967

　　　退職手当引当金繰入額                    151,372,000

　　　その他                    141,825,706

　　物件費等                  2,375,123,313

　　　物件費                  1,005,585,621

　　　維持補修費                    377,540,266

　　　減価償却費                    991,997,426

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     91,253,256

　　　支払利息                     43,846,463

　　　徴収不能引当金繰入額                        469,637

　　　その他                     46,937,156

　移転費用                  1,419,857,113

　　補助金等                  1,309,466,884

　　社会保障給付                    102,106,297

　　他会計への繰出金                  △180,878,232

　　その他                      6,474,985

経常収益                    442,780,765

　使用料及び手数料                    234,201,504

　その他                    208,579,261

純経常行政コスト                  4,335,187,513

臨時損失                    175,337,158

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                    175,336,942

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                            216

臨時利益                        411,094

　資産売却益                        380,674

　その他                         30,420

純行政コスト                  4,510,113,577

全体行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



57,702,527,592 △5,906,351,09851,796,176,494前年度末純資産残高 －

△4,692,800,756△4,692,800,756　純行政コスト（△） －

3,629,462,8513,629,462,851　財源 －

3,162,232,6103,162,232,610　　税収等 －

467,230,241467,230,241　　国県等補助金 －

△697,963,547△697,963,547　本年度差額 －

△470,820,805 470,820,805　固定資産等の変動（内部変動） －

271,852,430 △271,852,430　　有形固定資産等の増加 －

△952,439,263 952,439,263　　有形固定資産等の減少 －

254,714,411 △254,714,411　　貸付金・基金等の増加 －

△44,948,383 44,948,383　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△470,820,805 △227,142,742△697,963,547　本年度純資産変動額 －

57,231,706,787 △6,133,493,84051,098,212,947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

全体純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

全体

至 平成29年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,644,523,563

　　業務費用支出                  2,224,666,450

　　　人件費支出                    737,807,289

　　　物件費等支出                  1,403,769,819

　　　支払利息支出                     43,846,463

　　　その他の支出                     39,242,879

　　移転費用支出                  1,237,169,934

　　　補助金等支出                  1,309,466,884

　　　社会保障給付支出                    102,106,297

　　　他会計への繰出支出                  △180,878,232

　　　その他の支出                      6,474,985

　業務収入                  3,819,860,393

　　税収等収入                  3,062,389,952

　　国県等補助金収入                    290,993,186

　　使用料及び手数料収入                    258,413,015

　　その他の収入                    208,064,240

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    132,916,549

業務活動収支                    490,940,558

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    727,775,501

　　公共施設等整備費支出                    277,187,630

　　基金積立金支出                    447,707,871

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      2,880,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     84,277,007

　　国県等補助金収入                     33,709,000

　　基金取崩収入                     47,714,367

　　貸付金元金回収収入                      1,855,000

　　資産売却収入                        998,640

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △643,498,494

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    513,612,992

　　地方債償還支出                    513,612,992

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    729,408,000

　　地方債発行収入                    729,408,000

　　その他の収入                             －

全体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    215,795,008

本年度資金収支額                     63,237,072

前年度末資金残高                     93,542,803

本年度末資金残高                    156,779,875

前年度末歳計外現金残高                     29,803,193

本年度歳計外現金増減額                        683,864

本年度末歳計外現金残高                     30,487,057

本年度末現金預金残高                    187,266,932

全体資金収支計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成29年03月31日

科目 金額


