
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産     14,993,754,815 　固定負債      4,093,504,854

　　有形固定資産    13,778,089,106 　　地方債     3,573,657,854

　　　事業用資産    7,324,207,175 　　長期未払金        38,104,000

　　　　土地     299,351,906 　　退職手当引当金       481,568,000

　　　　立木竹     668,699,700 　　損失補償等引当金                －

　　　　建物  10,892,177,788 　　その他           175,000

　　　　建物減価償却累計額 △4,743,249,003 　流動負債        456,876,292

　　　　工作物     994,461,489 　　１年内償還予定地方債       415,988,102

　　　　工作物減価償却累計額   △795,896,305 　　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        30,936,864

　　　　航空機              － 　　預り金         9,951,326

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

　　　　その他              － 負債合計       4,550,381,146

　　　　その他減価償却累計額              － 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定       8,661,600 　固定資産等形成分     15,785,594,815

　　　インフラ資産    6,179,210,731 　余剰分（不足分）    △4,434,101,732

　　　　土地     572,368,589

　　　　建物      24,696,900

　　　　建物減価償却累計額    △14,401,360

　　　　工作物  14,126,718,015

　　　　工作物減価償却累計額 △8,716,201,413

　　　　その他              －

　　　　その他減価償却累計額              －

　　　　建設仮勘定     186,030,000

　　　物品      482,344,799

　　　物品減価償却累計額    △207,673,599

　　無形固定資産         6,215,220

　　　ソフトウェア        4,649,184

　　　その他        1,566,036

　　投資その他の資産     1,209,450,489

　　　投資及び出資金       45,606,000

　　　　有価証券         100,000

　　　　出資金      45,506,000

　　　　その他              －

　　　投資損失引当金               －

　　　長期延滞債権       16,858,563

　　　長期貸付金               －

　　　基金    1,018,377,000

（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     292,160,000

　　　　その他     726,217,000

　　　その他      131,873,608

　　　徴収不能引当金      △3,264,682

　流動資産        908,119,414

　　現金預金       109,622,986

　　未収金         7,001,859

　　短期貸付金                －

　　基金       791,840,000

　　　財政調整基金      791,840,000

　　　減債基金               －

　　棚卸資産                －

　　その他                －

　　徴収不能引当金         △345,431 純資産合計      11,351,493,083

資産合計      15,901,874,229 負債・純資産合計      15,901,874,229

（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                  3,513,708,365

　業務費用                 2,273,932,560

　　人件費                  567,287,258

　　　職員給与費                 502,740,665

　　　賞与等引当金繰入額                  30,936,864

　　　退職手当引当金繰入額                          －

　　　その他                  33,609,729

　　物件費等                1,651,506,172

　　　物件費               1,042,192,167

　　　維持補修費                  31,609,228

　　　減価償却費                 577,704,777

　　　その他                          －

　　その他の業務費用                   55,139,130

　　　支払利息                  28,840,660

　　　徴収不能引当金繰入額                   2,809,767

　　　その他                  23,488,703

　移転費用                 1,239,775,805

　　補助金等                  506,887,584

　　社会保障給付                  456,289,995

　　他会計への繰出金                  259,841,126

　　その他                   16,757,100

経常収益                    152,715,635

　使用料及び手数料                    43,979,331

　その他                   108,736,304

純経常行政コスト                  3,360,992,730

臨時損失                     16,857,199

　災害復旧事業費                            －

　資産除売却損                    16,857,199

　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                        124,600

　資産売却益                       124,600

　その他                            －

純行政コスト                  3,377,725,329

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



15,615,489,049 △4,487,970,66311,127,518,386前年度末純資産残高

△3,377,725,329△3,377,725,329　純行政コスト（△）

3,601,699,1573,601,699,157　財源

2,732,753,7592,732,753,759　　税収等

868,945,398868,945,398　　国県等補助金

223,973,828223,973,828　本年度差額

170,104,897 △170,104,897　固定資産等の変動（内部変動）

632,523,223 △632,523,223　　有形固定資産等の増加

△594,561,976 594,561,976　　有形固定資産等の減少

197,378,859 △197,378,859　　貸付金・基金等の増加

△65,235,209 65,235,209　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

869869　無償所管換等

－ －－　その他

170,105,766 53,868,931223,974,697　本年度純資産変動額

15,785,594,815 △4,434,101,73211,351,493,083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                 2,934,431,809

　　業務費用支出                1,694,656,004

　　　人件費支出                 569,284,828

　　　物件費等支出               1,073,801,395

　　　支払利息支出                  28,840,660

　　　その他の支出                  22,729,121

　　移転費用支出                1,239,775,805

　　　補助金等支出                 506,887,584

　　　社会保障給付支出                 456,289,995

　　　他会計への繰出支出                 259,841,126

　　　その他の支出                  16,757,100

　業務収入                 3,268,685,825

　　税収等収入                2,731,964,771

　　国県等補助金収入                  427,281,988

　　使用料及び手数料収入                   44,569,211

　　その他の収入                   64,869,855

　臨時支出                            －

　　災害復旧事業費支出                           －

　　その他の支出                           －

　臨時収入                    31,879,000

業務活動収支                    366,133,016

【投資活動収支】

　投資活動支出                   844,245,223

　　公共施設等整備費支出                  647,895,223

　　基金積立金支出                  195,350,000

　　投資及び出資金支出                    1,000,000

　　貸付金支出                           －

　　その他の支出                           －

　投資活動収入                   471,909,010

　　国県等補助金収入                  409,784,410

　　基金取崩収入                   62,000,000

　　貸付金元金回収収入                           －

　　資産売却収入                      124,600

　　その他の収入                           －

投資活動収支                  △372,336,213

【財務活動収支】

　財務活動支出                   407,399,982

　　地方債償還支出                  407,399,982

　　その他の支出                           －

　財務活動収入                   350,625,000

　　地方債発行収入                  350,625,000

　　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                   △56,774,982

本年度資金収支額                   △62,978,179

前年度末資金残高                    162,474,839

本年度末資金残高                     99,496,660

前年度末歳計外現金残高                      1,658,463

本年度歳計外現金増減額                      8,467,863

本年度末歳計外現金残高                     10,126,326

本年度末現金預金残高                    109,622,986

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



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

　固定資産      19,647,968,812 　固定負債       5,994,655,832

　　有形固定資産      18,397,538,018 　　地方債       5,474,808,832

　　　事業用資産       7,324,207,175 　　長期未払金          38,104,000

　　　　土地         299,351,906 　　退職手当引当金         481,568,000

　　　　立木竹         668,699,700 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      10,892,177,788 　　その他             175,000

　　　　建物減価償却累計額     △4,743,249,003 　流動負債         639,113,696

　　　　工作物         994,461,489 　　１年内償還予定地方債         594,616,384

　　　　工作物減価償却累計額       △795,896,305 　　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          34,545,986

　　　　航空機                  － 　　預り金           9,951,326

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

　　　　その他                  － 負債合計       6,633,769,528

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

　　　　建設仮勘定           8,661,600 　固定資産等形成分      20,549,036,698

　　　インフラ資産      10,569,102,329 　余剰分（不足分）     △6,489,167,340

　　　　土地         572,984,305 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,140,036,569

　　　　建物減価償却累計額     △1,022,134,783

　　　　工作物      19,226,701,225

　　　　工作物減価償却累計額    △10,537,146,260

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         188,661,273

　　　物品       1,176,444,672

　　　物品減価償却累計額       △672,216,158

　　無形固定資産           6,428,910

　　　ソフトウェア           4,649,184

　　　その他           1,779,726

　　投資その他の資産       1,244,001,884

　　　投資及び出資金          45,606,000

　　　　有価証券             100,000

　　　　出資金          45,506,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          60,953,796

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       1,017,356,126

（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         292,160,000

　　　　その他         725,196,126

　　　その他         131,873,608

　　　徴収不能引当金        △11,787,646

　流動資産       1,045,670,074

　　現金預金         128,563,151

　　未収金          16,384,468

　　短期貸付金                  －

　　基金         901,067,886

　　　財政調整基金         901,067,886

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金           △345,431

　繰延資産                  － 純資産合計      14,059,869,358

資産合計      20,693,638,886 負債・純資産合計      20,693,638,886

（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                  3,885,518,127

　業務費用                  2,700,374,669

　　人件費                    630,358,938

　　　職員給与費                    562,195,223

　　　賞与等引当金繰入額                     34,545,986

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     33,617,729

　　物件費等                  1,978,604,539

　　　物件費                  1,154,657,082

　　　維持補修費                     47,143,645

　　　減価償却費                    776,803,812

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     91,411,192

　　　支払利息                     57,447,107

　　　徴収不能引当金繰入額                      9,271,312

　　　その他                     24,692,773

　移転費用                  1,185,143,458

　　補助金等                    701,559,463

　　社会保障給付                    456,289,995

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     27,294,000

経常収益                    364,946,847

　使用料及び手数料                    175,077,162

　その他                    189,869,685

純経常行政コスト                  3,520,571,280

臨時損失                     16,857,199

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     16,857,199

　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                        124,600

　資産売却益                        124,600

　その他                             －

純行政コスト                  3,537,303,879

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



20,572,539,293 △6,696,269,93513,876,269,358前年度末純資産残高 －

△3,537,303,879△3,537,303,879　純行政コスト（△） －

3,720,903,0103,720,903,010　財源 －

2,844,061,2122,844,061,212　　税収等 －

876,841,798876,841,798　　国県等補助金 －

183,599,131183,599,131　本年度差額 －

－ －　固定資産等の変動（内部変動） －

－ －　　有形固定資産等の増加 －

－ －　　有形固定資産等の減少 －

－ －　　貸付金・基金等の増加 －

－ －　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

－869　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

△23,502,595 207,102,595183,600,000　本年度純資産変動額 －

20,549,036,698 △6,489,167,34014,059,869,358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                  3,101,309,141

　　業務費用支出                  1,916,165,683

　　　人件費支出                    632,999,632

　　　物件費等支出                  1,201,800,727

　　　支払利息支出                     57,447,107

　　　その他の支出                     23,918,217

　　移転費用支出                  1,185,143,458

　　　補助金等支出                    701,559,463

　　　社会保障給付支出                    456,289,995

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     27,294,000

　業務収入                  3,595,273,411

　　税収等収入                  2,845,748,400

　　国県等補助金収入                    427,745,988

　　使用料及び手数料収入                    175,759,218

　　その他の収入                    146,019,805

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                     31,879,000

業務活動収支                    525,843,270

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    864,835,496

　　公共施設等整備費支出                    668,454,496

　　基金積立金支出                    195,381,000

　　投資及び出資金支出                      1,000,000

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    490,873,284

　　国県等補助金収入                    411,814,810

　　基金取崩収入                     78,933,874

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                        124,600

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △373,962,212

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    588,877,016

　　地方債償還支出                    588,877,016

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    376,125,000

　　地方債発行収入                    376,125,000

　　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                  △212,752,016

本年度資金収支額                   △60,870,958

前年度末資金残高                    179,307,783

本年度末資金残高                    118,436,825

前年度末歳計外現金残高                      1,658,463

本年度歳計外現金増減額                      8,467,863

本年度末歳計外現金残高                     10,126,326

本年度末現金預金残高                    128,563,151

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



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

　固定資産      19,779,418,812 　固定負債       5,994,655,832

　　有形固定資産      18,397,538,018 　　地方債       5,474,808,832

　　　事業用資産       7,324,207,175 　　長期未払金          38,104,000

　　　　土地         299,351,906 　　退職手当引当金         481,568,000

　　　　立木竹         668,699,700 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      10,892,177,788 　　その他             175,000

　　　　建物減価償却累計額     △4,743,249,003 　流動負債         639,113,696

　　　　工作物         994,461,489 　　１年内償還予定地方債         594,616,384

　　　　工作物減価償却累計額       △795,896,305 　　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          34,549,986

　　　　航空機                  － 　　預り金           9,951,326

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

　　　　その他                  － 負債合計       6,633,769,528

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

　　　　建設仮勘定           8,661,600 　固定資産等形成分      20,680,486,698

　　　インフラ資産      10,569,102,329 　余剰分（不足分）     △6,489,171,340

　　　　土地         572,984,305 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,140,036,569

　　　　建物減価償却累計額     △1,022,134,783

　　　　工作物      19,226,701,225

　　　　工作物減価償却累計額    △10,537,146,260

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         188,661,273

　　　物品       1,176,444,672

　　　物品減価償却累計額       △672,216,158

　　無形固定資産           6,428,910

　　　ソフトウェア           4,649,184

　　　その他           1,779,726

　　投資その他の資産       1,375,451,884

　　　投資及び出資金          45,606,000

　　　　有価証券             100,000

　　　　出資金          45,506,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          60,953,796

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       1,148,806,126

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金         292,160,000

　　　　その他         856,646,126

　　　その他         131,873,608

　　　徴収不能引当金        △11,787,646

　流動資産       1,045,670,074

　　現金預金         128,563,151

　　未収金          16,384,468

　　短期貸付金                  －

　　基金         901,067,886

　　　財政調整基金         901,067,886

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金           △345,431

　繰延資産                  － 純資産合計      14,191,315,358

資産合計      20,825,088,886 負債・純資産合計      20,825,088,886

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                  3,891,216,127

　業務費用                  2,700,471,669

　　人件費                    630,442,938

　　　職員給与費                    562,266,223

　　　賞与等引当金繰入額                     34,545,986

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     33,630,729

　　物件費等                  1,978,614,539

　　　物件費                  1,154,667,082

　　　維持補修費                     47,143,645

　　　減価償却費                    776,803,812

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     91,414,192

　　　支払利息                     57,450,107

　　　徴収不能引当金繰入額                      9,271,312

　　　その他                     24,692,773

　移転費用                  1,190,744,458

　　補助金等                    707,160,463

　　社会保障給付                    456,289,995

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     27,294,000

経常収益                    365,980,847

　使用料及び手数料                    175,077,162

　その他                    190,903,685

純経常行政コスト                  3,525,235,280

臨時損失                     16,857,199

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     16,857,199

　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                        124,600

　資産売却益                        124,600

　その他                             －

純行政コスト                  3,541,967,879

連結行政コスト計算書
自 平成28年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成29年03月31日

科目 金額



20,704,012,293 △6,696,273,93514,007,738,358前年度末純資産残高 －

△3,541,967,879△3,541,967,879　純行政コスト（△） －

3,725,544,0103,725,544,010　財源 －

2,848,702,2122,848,702,212　　税収等 －

876,841,798876,841,798　　国県等補助金 －

183,576,131183,576,131　本年度差額 －

－ －　固定資産等の変動（内部変動） －

－ －　　有形固定資産等の増加 －

－ －　　有形固定資産等の減少 －

－ －　　貸付金・基金等の増加 －

－ －　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

－869　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

△23,525,595 207,102,595183,577,000　本年度純資産変動額 －

20,680,486,698 △6,489,171,34014,191,315,358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

連結純資産変動計算書
自 平成28年04月01日

連結

至 平成29年03月31日

他団体出資等分


