
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産      4,871,931,165 　固定負債      1,769,639,478

　　有形固定資産     1,781,676,611 　　地方債       314,887,478

　　　事業用資産    1,114,430,751 　　長期未払金                －

　　　　土地     743,346,857 　　退職手当引当金     1,454,752,000

　　　　立木竹              － 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物     707,943,818 　　その他                －

　　　　建物減価償却累計額   △473,118,888 　流動負債        166,854,953

　　　　工作物      24,264,000 　　１年内償還予定地方債        40,399,535

　　　　工作物減価償却累計額    △11,366,320 　　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       115,082,298

　　　　航空機              － 　　預り金        11,373,120

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

　　　　その他              － 負債合計       1,936,494,431

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定     123,361,284 　固定資産等形成分      5,132,592,260

　　　インフラ資産               － 　余剰分（不足分）    △1,678,924,852

　　　　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    2,132,520,384

　　　物品減価償却累計額  △1,465,274,524

　　無形固定資産         6,412,500

　　　ソフトウェア        6,412,500

　　　その他               －

　　投資その他の資産     3,083,842,054

　　　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    3,083,842,054

（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              －

　　　　その他   3,083,842,054

　　　その他               －

　　　徴収不能引当金               －

　流動資産        518,230,674

　　現金預金       257,569,579

　　未収金                －

　　短期貸付金                －

　　基金       260,661,095

　　　財政調整基金      260,661,095

　　　減債基金               －

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金                － 純資産合計       3,453,667,408

資産合計       5,390,161,839 負債・純資産合計       5,390,161,839

（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                  2,016,294,343

　業務費用                 1,817,055,182

　　人件費                1,425,365,229

　　　職員給与費               1,593,211,825

　　　賞与等引当金繰入額                 115,082,298

　　　退職手当引当金繰入額               △283,149,000

　　　その他                     220,106

　　物件費等                  390,331,651

　　　物件費                 152,991,104

　　　維持補修費                          －

　　　減価償却費                 236,054,476

　　　その他                   1,286,071

　　その他の業務費用                    1,358,302

　　　支払利息                   1,261,902

　　　徴収不能引当金繰入額                          －

　　　その他                      96,400

　移転費用                   199,239,161

　　補助金等                  197,984,561

　　社会保障給付                           －

　　他会計への繰出金                           －

　　その他                    1,254,600

経常収益                     14,281,913

　使用料及び手数料                     1,637,202

　その他                    12,644,711

純経常行政コスト                  2,002,012,430

臨時損失                              6

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                             6

　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                      1,293,837

　資産売却益                     1,293,837

　その他                            －

純行政コスト                  2,000,718,599

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



4,999,765,096 △1,968,259,3693,031,505,727前年度末純資産残高

△2,000,718,599△2,000,718,599　純行政コスト（△）

2,422,676,3002,422,676,300　財源

2,422,160,0002,422,160,000　　税収等

516,300516,300　　国県等補助金

421,957,701421,957,701　本年度差額

132,623,184 △132,623,184　固定資産等の変動（内部変動）

243,644,727 △243,644,727　　有形固定資産等の増加

△243,081,843 243,081,843　　有形固定資産等の減少

277,187,300 △277,187,300　　貸付金・基金等の増加

△145,127,000 145,127,000　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

203,980203,980　無償所管換等

－ －－　その他

132,827,164 289,334,517422,161,681　本年度純資産変動額

5,132,592,260 △1,678,924,8523,453,667,408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                 2,063,667,335

　　業務費用支出                1,864,428,174

　　　人件費支出               1,708,792,697

　　　物件費等支出                 154,373,575

　　　支払利息支出                   1,261,902

　　　その他の支出                          －

　　移転費用支出                  199,239,161

　　　補助金等支出                 197,984,561

　　　社会保障給付支出                          －

　　　他会計への繰出支出                          －

　　　その他の支出                   1,254,600

　業務収入                 2,436,958,213

　　税収等収入                2,422,676,300

　　国県等補助金収入                           －

　　使用料及び手数料収入                    1,637,202

　　その他の収入                   12,644,711

　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                    373,290,878

【投資活動収支】

　投資活動支出                   365,521,669

　　公共施設等整備費支出                  236,617,369

　　基金積立金支出                  128,904,300

　　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                   146,420,840

　　国県等補助金収入                           －

　　基金取崩収入                  145,127,000

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                    1,293,840

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △219,100,829

【財務活動収支】

　財務活動支出                    40,238,422

　　地方債償還支出                   40,238,422

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                    70,000,000

　　地方債発行収入                   70,000,000

　　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                     29,761,578

本年度資金収支額                    183,951,627

前年度末資金残高                     62,244,832

本年度末資金残高                    246,196,459

前年度末歳計外現金残高                      4,227,017

本年度歳計外現金増減額                      7,146,103

本年度末歳計外現金残高                     11,373,120

本年度末現金預金残高                    257,569,579

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


