
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 6,097,731,383 固定負債 4,810,004,519

有形固定資産 5,212,807,887 地方債 3,621,322,758

事業用資産 4,582,438,530 長期未払金

土地 185,220,763 退職手当引当金 1,188,681,761

立木竹 損失補償等引当金

建物 5,727,694,119 その他

建物減価償却累計額 △ 1,330,476,352 流動負債 545,562,709

工作物 １年内償還予定地方債 414,169,033

工作物減価償却累計額 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 117,621,949

航空機 預り金 13,771,727

航空機減価償却累計額 その他

その他 5,355,567,228

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成部 6,146,677,451

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 5,168,115,243

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品 1,738,251,879

物品減価償却累計額 △ 1,107,882,522

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産 884,923,496

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金 884,923,496

減債基金

その他 884,923,496

その他

徴収不能引当金

流動資産 236,398,053

現金預金 187,451,985

未収金

短期貸付金

基金 48,946,068

財政調整基金 48,946,068

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金 978,562,208

6,334,129,436 6,334,129,436

開始貸借対照表

負債及び純資産合計資産合計

　　　　　　　　　　　　　  　　　　（平成２８年４月１日 現在）　　　　　　　　　　　　　　

科目 科目

負債合計

純資産合計



【様式第１号】

（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 5,878,178,505 固定負債 4,462,436,025

有形固定資産 4,817,413,811 地方債 3,259,520,187

事業用資産 4,200,994,741 長期未払金

土地 185,220,763 退職手当引当金 1,202,915,838

立木竹 損失補償等引当金

建物 5,727,694,119 その他

建物減価償却累計額 △ 1,711,920,141 流動負債 604,876,390

工作物 １年内償還予定地方債 471,902,571

工作物減価償却累計額 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 121,529,977

航空機 預り金 11,443,842

航空機減価償却累計額 その他

その他 5,067,312,415

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 5,932,136,641

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 4,913,319,425

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品 1,802,319,019

物品減価償却累計額 △ 1,185,899,949

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産 1,060,764,694

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金 1,060,764,694

減債基金

その他 1,060,764,694

その他

徴収不能引当金

流動資産 207,951,126

現金預金 153,826,736

未収金 166,254

短期貸付金

基金 53,958,136

財政調整基金 53,958,136

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金 1,018,817,216

6,086,129,631 6,086,129,631

                            貸借対照表

資産合計 負債及び純資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２９年３月３１日現在）　　　　　　　　　　　　　　

科目 科目

負債合計

純資産合計



【様式第２号】

（単位：円）

経常費用 2,856,189,441

業務費用 2,833,426,052

人件費 1,802,617,753

職員給与費 1,665,844,699

賞与等引当金繰入額 121,529,977

退職手当引当金繰入額 14,234,077

その他 1,009,000

物件費等 1,010,695,097

物件費 428,261,972

維持補修費 8,591,674

減価償却費 572,204,107

その他 1,637,344

その他の業務費用 20,113,202

支払利息 19,190,265

徴収不能引当金繰入額

その他 922,937

移転費用 22,763,389

補助金等 21,310,289

社会保障給付

他会計への繰出金

その他 1,453,100

経常収益 91,796,386

使用料及び手数料 17,817,980

その他 73,978,406

△ 2,764,393,055

臨時損失 1

災害復旧事業費

資産除売却損 1

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 838,274

資産売却益 838,274

その他

△ 2,763,554,782

行政コスト計算書

科目

純行政コスト

自　平成２８年４月　１日

至　平成２９年３月３１日

金額

純経常行政コスト



【様式第３号】

（単位：円）

前年度末純資産残高 978,562,208 6,146,677,451 △ 5,168,115,243

純行政コスト（△） △ 2,763,554,782 △ 2,763,554,782

財源 2,803,809,792 2,803,809,792

税収等 2,789,260,792 2,789,260,792

国県等補助金 14,549,000 14,549,000

本年度差額 40,255,010 40,255,010

△ 214,540,808 214,540,808

有形固定資産等の増加 176,810,040 △ 176,810,040

有形固定資産等の減少 △ 572,204,114 572,204,114

貸付金・基金等の増加 337,438,266 △ 337,438,266

貸付金・基金等の減少 △ 156,585,000 156,585,000

資産評価差額

無償所管換等 △ 2 △ 2

その他

本年度純資産変動額 40,255,008 △ 214,540,810 254,795,818

1,018,817,216 5,932,136,641 △ 4,913,319,425

                 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

本年度末純資産残高

科目 合計 固定資産等
形成分

余剰分（不足分）

固定資産等の変動（内部変動）



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 2,265,843,229

業務費用支出 2,243,079,840

人件費支出 1,784,475,648

物件費等支出 439,413,927

支払利息支出 19,190,265

その他の支出

移転費用支出 22,763,389

補助金等支出 21,310,289

社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出 1,453,100

業務収入 2,895,439,924

税収等収入 2,789,260,792

国県等補助金収入 14,549,000

使用料及び手数料収入 17,817,980

その他の収入 73,812,152

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

629,596,695

【投資活動収支】

投資活動支出 514,248,306

公共施設等整備費支出 176,810,040

基金積立金支出 337,438,266

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入 157,423,280

国県等補助金収入

基金取崩収入 156,585,000

貸付金元金回収収入

資産売却収入 838,280

その他の収入

△ 356,825,026

【財務活動収支】

財務活動支出 414,169,033

地方債償還支出 414,169,033

その他の支出

財務活動収入 110,100,000

地方債発行収入 110,100,000

その他の収入

△ 304,069,033

△ 31,297,364

173,680,258

142,382,894

13,771,727

△ 2,327,885

本年度末歳計外現金残高 11,443,842

153,826,736

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

【様式第４号】

本年度末現金預金残高

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

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高


