
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産      5,880,112,695 　固定負債      1,443,735,711

　　有形固定資産     5,051,700,656 　　地方債     1,171,440,711

　　　事業用資産    1,042,007,451 　　長期未払金                －

　　　　土地      93,327,724 　　退職手当引当金       272,295,000

　　　　立木竹     127,986,690 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物   2,582,379,456 　　その他                －

　　　　建物減価償却累計額 △1,771,990,906 　流動負債        111,909,001

　　　　工作物       4,750,000 　　１年内償還予定地方債        97,498,449

　　　　工作物減価償却累計額       △421,153 　　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         9,916,223

　　　　航空機              － 　　預り金         4,494,329

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

　　　　その他              － 負債合計       1,555,644,712

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定       5,975,640 　固定資産等形成分      6,522,045,495

　　　インフラ資産    3,839,936,406 　余剰分（不足分）    △1,388,849,743

　　　　土地       1,634,277

　　　　建物              －

　　　　建物減価償却累計額              －

　　　　工作物   6,518,722,609

　　　　工作物減価償却累計額 △2,702,164,120

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定      21,743,640

　　　物品      235,381,251

　　　物品減価償却累計額     △65,624,452

　　無形固定資産        20,659,040

　　　ソフトウェア       20,659,040

　　　その他               －

　　投資その他の資産       807,752,999

　　　投資及び出資金        6,381,000

　　　　有価証券              －

　　　　出資金       6,381,000

　　　　その他              －

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権          427,245

　　　長期貸付金        8,280,000

　　　基金      792,770,772

（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      74,527,000

　　　　その他     718,243,772

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金        △106,018

　流動資産        808,727,769

　　現金預金       166,650,869

　　未収金           144,100

　　短期貸付金         1,260,000

　　基金       640,672,800

　　　財政調整基金      640,672,800

　　　減債基金               －

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計       5,133,195,752

資産合計       6,688,840,464 負債・純資産合計       6,688,840,464

（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                  1,140,030,320

　業務費用                   861,492,167

　　人件費                  201,968,804

　　　職員給与費                 134,615,768

　　　賞与等引当金繰入額                   9,916,223

　　　退職手当引当金繰入額                  37,726,000

　　　その他                  19,710,813

　　物件費等                  646,496,805

　　　物件費                 427,742,114

　　　維持補修費                  43,656,041

　　　減価償却費                 175,098,650

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   13,026,558

　　　支払利息                  11,557,892

　　　徴収不能引当金繰入額                      94,172

　　　その他                   1,374,494

　移転費用                   278,538,153

　　補助金等                  132,732,367

　　社会保障給付                   34,374,736

　　他会計への繰出金                  104,257,335

　　その他                    7,173,715

経常収益                    120,879,048

　使用料及び手数料                    13,246,970

　その他                   107,632,078

純経常行政コスト                  1,019,151,272

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                     63,087,493

　資産売却益                    63,087,493

　その他                            －

純行政コスト                    956,063,779

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



6,167,010,980 △1,240,218,8924,926,792,088前年度末純資産残高

△956,063,779△956,063,779　純行政コスト（△）

1,162,467,4431,162,467,443　財源

883,848,068883,848,068　　税収等

278,619,375278,619,375　　国県等補助金

206,403,664206,403,664　本年度差額

355,034,515 △355,034,515　固定資産等の変動（内部変動）

428,446,411 △428,446,411　　有形固定資産等の増加

△175,685,357 175,685,357　　有形固定資産等の減少

112,455,054 △112,455,054　　貸付金・基金等の増加

△10,181,593 10,181,593　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

355,034,515 △148,630,851206,403,664　本年度純資産変動額

6,522,045,495 △1,388,849,7435,133,195,752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                   926,261,962

　　業務費用支出                  647,723,809

　　　人件費支出                 163,393,268

　　　物件費等支出                 471,398,155

　　　支払利息支出                  11,557,892

　　　その他の支出                   1,374,494

　　移転費用支出                  278,538,153

　　　補助金等支出                 132,732,367

　　　社会保障給付支出                  34,374,736

　　　他会計への繰出支出                 104,257,335

　　　その他の支出                   7,173,715

　業務収入                 1,174,891,212

　　税収等収入                  883,891,489

　　国県等補助金収入                  169,856,375

　　使用料及び手数料収入                   13,511,270

　　その他の収入                  107,632,078

　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                    248,629,250

【投資活動収支】

　投資活動支出                   538,982,697

　　公共施設等整備費支出                  428,446,411

　　基金積立金支出                  109,816,286

　　投資及び出資金支出                           －

　　貸付金支出                      720,000

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                   180,772,200

　　国県等補助金収入                  108,763,000

　　基金取崩収入                    6,245,000

　　貸付金元金回収収入                    2,090,000

　　資産売却収入                   63,674,200

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △358,210,497

【財務活動収支】

　財務活動支出                    98,342,415

　　地方債償還支出                   98,342,415

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   280,643,000

　　地方債発行収入                  280,643,000

　　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                    182,300,585

本年度資金収支額                     72,719,338

前年度末資金残高                     89,437,202

本年度末資金残高                    162,156,540

前年度末歳計外現金残高                      3,837,058

本年度歳計外現金増減額                        657,271

本年度末歳計外現金残高                      4,494,329

本年度末現金預金残高                    166,650,869

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


