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

　固定資産      41,343,379,738 　固定負債       7,090,632,558

　　有形固定資産      34,931,340,879 　　地方債       5,969,203,558

　　　事業用資産      11,707,327,675 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,494,758,523 　　退職手当引当金       1,121,429,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      17,243,350,861 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △9,121,734,898 　流動負債         764,273,641

　　　　工作物         150,089,780 　　１年内償還予定地方債         661,537,553

　　　　工作物減価償却累計額        △77,582,991 　　未払金              17,800

　　　　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          56,985,089

　　　　航空機                  － 　　預り金          45,733,199

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

　　　　その他                  － 負債合計       7,854,906,199

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

　　　　建設仮勘定          18,446,400 　固定資産等形成分      42,442,348,340

　　　インフラ資産      23,092,716,926 　余剰分（不足分）     △7,511,165,865

　　　　土地       1,793,378,355 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,036,378,000

　　　　建物減価償却累計額       △544,252,629

　　　　工作物      54,037,434,506

　　　　工作物減価償却累計額    △33,230,221,306

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品         712,300,071

　　　物品減価償却累計額       △581,003,793

　　無形固定資産           1,998,000

　　　ソフトウェア           1,998,000

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       6,410,040,859

　　　投資及び出資金       1,482,339,510

　　　　有価証券              75,000

　　　　出資金       1,482,264,510

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           7,893,395

　　　長期貸付金          17,660,000

　　　基金       4,903,294,371

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他       4,903,294,371

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,146,417

　流動資産       1,442,708,936

　　現金預金         338,112,343

　　未収金           5,627,991

　　短期貸付金           1,676,000

　　基金       1,097,292,602

　　　財政調整基金         772,074,290

　　　減債基金         325,218,312

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      34,931,182,475

資産合計      42,786,088,674 負債・純資産合計      42,786,088,674

（単位：円）

科目 金額

単体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  6,092,686,288

　業務費用                  3,924,322,564

　　人件費                    961,366,824

　　　職員給与費                    844,253,804

　　　賞与等引当金繰入額                     56,985,089

　　　退職手当引当金繰入額                        755,000

　　　その他                     59,372,931

　　物件費等                  2,858,066,402

　　　物件費                  1,178,561,610

　　　維持補修費                    163,949,400

　　　減価償却費                  1,513,556,632

　　　その他                      1,998,760

　　その他の業務費用                    104,889,338

　　　支払利息                     84,744,381

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,146,417

　　　その他                     18,998,540

　移転費用                  2,168,363,724

　　補助金等                  1,781,233,234

　　社会保障給付                    375,251,090

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     11,879,400

経常収益                    512,742,464

　使用料及び手数料                    204,828,285

　その他                    307,914,179

純経常行政コスト                  5,579,943,824

臨時損失                     33,951,962

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     33,951,962

　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                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                  5,613,895,786

単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



42,516,941,812 △7,376,660,86135,140,280,951前年度末純資産残高 －

△5,613,895,786△5,613,895,786　純行政コスト（△） －

5,354,370,2305,354,370,230　財源 －

4,503,843,9864,503,843,986　　税収等 －

850,526,244850,526,244　　国県等補助金 －

△259,525,556△259,525,556　本年度差額 －

△125,020,552 125,020,552　固定資産等の変動（内部変動） －

481,159,199 △481,159,199　　有形固定資産等の増加 －

△1,544,293,135 1,544,293,135　　有形固定資産等の減少 －

2,997,757,984 △2,997,757,984　　貸付金・基金等の増加 －

△2,059,644,600 2,059,644,600　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

50,427,08050,427,080　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

△74,593,472 △134,505,004△209,098,476　本年度純資産変動額 －

42,442,348,340 △7,511,165,86534,931,182,475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

単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                  4,562,621,079

　　業務費用支出                  2,394,257,355

　　　人件費支出                    957,148,152

　　　物件費等支出                  1,350,042,368

　　　支払利息支出                     84,744,381

　　　その他の支出                      2,322,454

　　移転費用支出                  2,168,363,724

　　　補助金等支出                  1,781,233,234

　　　社会保障給付支出                    375,251,090

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     11,879,400

　業務収入                  5,859,296,477

　　税収等収入                  4,501,169,483

　　国県等補助金収入                    850,526,244

　　使用料及び手数料収入                    204,672,635

　　その他の収入                    302,928,115

　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                  1,296,675,398

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  3,487,161,510

　　公共施設等整備費支出                    484,879,199

　　基金積立金支出                  2,993,292,311

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      8,990,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                  2,060,149,141

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                  2,014,107,000

　　貸付金元金回収収入                      1,093,600

　　資産売却収入                        504,541

　　その他の収入                     44,444,000

投資活動収支                △1,427,012,369

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    621,362,308

　　地方債償還支出                    621,362,308

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    724,543,000

　　地方債発行収入                    724,543,000

　　その他の収入                             －

単体資金収支計算書
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                    103,180,692

本年度資金収支額                   △27,156,279

前年度末資金残高                    319,535,423

本年度末資金残高                    292,379,144

前年度末歳計外現金残高                     45,089,486

本年度歳計外現金増減額                        643,713

本年度末歳計外現金残高                     45,733,199

本年度末現金預金残高                    338,112,343

単体資金収支計算書
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


