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

　固定資産      50,227,183,249 　固定負債       5,649,000,374

　　有形固定資産      47,691,089,546 　　地方債       4,769,898,534

　　　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      33,578,430,347 　　その他          10,846,840

　　　　建物減価償却累計額    △12,728,326,809 　流動負債          71,294,550

　　　　工作物       1,306,731,509 　　１年内償還予定地方債          12,851,765

　　　　工作物減価償却累計額       △558,681,825 　　未払金                  －

　　　　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          38,802,568

　　　　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       5,720,294,924

　　　　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      52,877,186,581

　　　インフラ資産      23,873,693,241 　余剰分（不足分）     △5,422,939,494

　　　　土地          83,562,484

　　　　建物       1,449,322,508

　　　　建物減価償却累計額       △526,428,777

　　　　工作物      37,796,031,977

　　　　工作物減価償却累計額    △14,931,980,951

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定           3,186,000

　　　物品       1,870,417,153

　　　物品減価償却累計額       △869,523,591

　　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       2,507,727,303

　　　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          12,395,935

　　　長期貸付金          19,170,000

　　　基金       2,225,853,056

（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           8,747,449

　　　　その他       2,217,105,607

　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △427,018

　流動資産       2,947,358,762

　　現金預金         112,494,558

　　未収金           1,385,917

　　短期貸付金           1,920,000

　　基金       2,829,086,561

　　　財政調整基金       1,845,559,374

　　　減債基金         983,527,187

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      47,454,247,087

資産合計      53,174,542,011 負債・純資産合計      53,174,542,011

（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                  4,154,530,428

　業務費用                  3,134,212,072

　　人件費                    862,361,397

　　　職員給与費                    529,054,988

　　　賞与等引当金繰入額                     40,656,491

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

　　　その他                    141,277,918

　　物件費等                  2,233,279,822

　　　物件費                    910,841,305

　　　維持補修費                    369,999,254

　　　減価償却費                    952,439,263

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     38,570,853

　　　支払利息                     28,664,068

　　　徴収不能引当金繰入額                        414,393

　　　その他                      9,492,392

　移転費用                  1,020,318,356

　　補助金等                    912,053,927

　　社会保障給付                    102,106,297

　　他会計への繰出金                       △81,053

　　その他                      6,239,185

経常収益                    304,066,977

　使用料及び手数料                    184,967,704

　その他                    119,099,273

純経常行政コスト                  3,850,463,451

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                        380,674

　資産売却益                        380,674

　その他                             －

純行政コスト                  3,850,082,777

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



53,348,007,386 △5,156,706,74048,191,300,646前年度末純資産残高

△3,850,082,777△3,850,082,777　純行政コスト（△）

3,113,029,2183,113,029,218　財源

2,784,865,7602,784,865,760　　税収等

328,163,458328,163,458　　国県等補助金

△737,053,559△737,053,559　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

－ －－　その他

△470,820,805 △266,232,754△737,053,559　本年度純資産変動額

52,877,186,581 △5,422,939,49447,454,247,087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                  3,038,805,384

　　業務費用支出                  2,018,487,028

　　　人件費支出                    708,510,761

　　　物件費等支出                  1,280,840,559

　　　支払利息支出                     28,664,068

　　　その他の支出                        471,640

　　移転費用支出                  1,020,318,356

　　　補助金等支出                    912,053,927

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

　　　他会計への繰出支出                       △81,053

　　　その他の支出                      6,239,185

　業務収入                  3,249,589,636

　　税収等収入                  2,784,493,882

　　国県等補助金収入                    161,537,909

　　使用料及び手数料収入                    184,973,572

　　その他の収入                    118,584,273

　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                    343,700,801

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    719,200,721

　　公共施設等整備費支出                    271,852,430

　　基金積立金支出                    444,468,291

　　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                  △634,923,714

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    402,427,446

　　地方債償還支出                    402,427,446

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    692,508,000

　　地方債発行収入                    692,508,000

　　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                    290,080,554

本年度資金収支額                    △1,142,359

前年度末資金残高                     83,149,860

本年度末資金残高                     82,007,501

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                    112,494,558

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


