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

　固定資産      41,801,427,798 　固定負債       8,372,831,126

　　有形固定資産      39,632,119,041 　　地方債等       7,293,904,571

　　　事業用資産       8,697,292,034 　　長期未払金           2,218,555

　　　　土地       3,722,451,624 　　退職手当引当金       1,076,708,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      11,212,285,212 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △6,871,049,048 　流動負債         806,307,508

　　　　工作物         907,998,157 　　1年内償還予定地方債等         720,692,778

　　　　工作物減価償却累計額       △277,119,831 　　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          77,212,017

　　　　航空機                  － 　　預り金           8,402,713

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

　　　　その他           2,725,920 負債合計       9,179,138,634

　　　　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      44,084,304,603

　　　インフラ資産      30,871,845,284 　余剰分（不足分）     △8,912,960,386

　　　　土地         165,295,858

　　　　建物           6,432,000

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物      73,993,208,168

　　　　工作物減価償却累計額    △43,340,468,782

　　　　その他           1,482,840

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          45,895,200

　　　物品         490,662,914

　　　物品減価償却累計額       △427,681,191

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       2,169,308,757

　　　投資及び出資金          20,556,678

　　　　有価証券           3,389,514

　　　　出資金          17,167,164

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          70,123,568

　　　長期貸付金         256,000,000

　　　基金       1,828,329,557

（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           4,559,230

　　　　その他       1,823,770,327

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △5,701,046

　流動資産       2,549,055,053

　　現金預金         238,173,309

　　未収金          23,477,565

　　短期貸付金           3,000,000

　　基金       2,279,876,805

　　　財政調整基金       2,279,876,805

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産           6,436,100

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,908,726 純資産合計      35,171,344,217

資産合計      44,350,482,851 負債及び純資産合計      44,350,482,851

（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                  6,668,916,393

　業務費用                  4,314,761,521

　　人件費                  1,129,230,825

　　　職員給与費                    979,751,588

　　　賞与等引当金繰入額                     77,212,017

　　　退職手当引当金繰入額                     26,168,000

　　　その他                     46,099,220

　　物件費等                  3,081,776,542

　　　物件費                  1,181,182,540

　　　維持補修費                    134,303,677

　　　減価償却費                  1,756,495,704

　　　その他                      9,794,621

　　その他の業務費用                    103,754,154

　　　支払利息                     77,341,953

　　　徴収不能引当金繰入額                     10,007,932

　　　その他                     16,404,269

　移転費用                  2,354,154,872

　　補助金等                  1,375,070,970

　　社会保障給付                    548,712,562

　　他会計への繰出金                    423,733,454

　　その他                      6,637,886

経常収益                    291,076,955

　使用料及び手数料                     14,287,857

　その他                    276,789,098

純経常行政コスト                  6,377,839,438

臨時損失                      7,977,859

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                      7,977,859

　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                      2,207,520

　資産売却益                      2,207,520

　その他                             －

純行政コスト                  6,383,609,777

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



44,812,085,860 △8,588,892,73036,223,193,130前年度末純資産残高

△6,383,609,777△6,383,609,777　純行政コスト（△）

5,306,577,9855,306,577,985　財源

4,305,896,5134,305,896,513　　税収等

1,000,681,4721,000,681,472　　国県等補助金

△1,077,031,792△1,077,031,792　本年度差額

△759,952,312 759,952,312　固定資産等の変動（内部変動）

636,483,459 △636,483,459　　有形固定資産等の増加

△1,834,698,513 1,834,698,513　　有形固定資産等の減少

566,734,258 △566,734,258　　貸付金・基金等の増加

△128,471,516 128,471,516　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

25,182,87925,182,879　無償所管換等

6,988,176 △6,988,176－　その他

△727,781,257 △324,067,656△1,051,848,913　本年度純資産変動額

44,084,304,603 △8,912,960,38635,171,344,217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                  4,876,061,741

　　業務費用支出                  2,521,906,869

　　　人件費支出                  1,100,661,254

　　　物件費等支出                  1,327,499,393

　　　支払利息支出                     77,341,953

　　　その他の支出                     16,404,269

　　移転費用支出                  2,354,154,872

　　　補助金等支出                  1,375,070,970

　　　社会保障給付支出                    548,712,562

　　　他会計への繰出支出                    423,733,454

　　　その他の支出                      6,637,886

　業務収入                  5,272,051,541

　　税収等収入                  4,299,076,114

　　国県等補助金収入                    681,898,472

　　使用料及び手数料収入                     14,287,857

　　その他の収入                    276,789,098

　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                    395,989,800

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,142,847,303

　　公共施設等整備費支出                    573,113,045

　　基金積立金支出                    566,734,258

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      3,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    451,616,520

　　国県等補助金収入                    318,783,000

　　基金取崩収入                    127,626,000

　　貸付金元金回収収入                      3,000,000

　　資産売却収入                      2,207,520

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △691,230,783

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    720,692,778

　　地方債等償還支出                    720,692,778

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    572,701,000

　　地方債等発行収入                    572,701,000

　　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                  △147,991,778

本年度資金収支額                  △443,232,761

前年度末資金残高                    673,003,357

本年度末資金残高                    229,770,596

前年度末歳計外現金残高                     16,088,206

本年度歳計外現金増減額                    △7,685,493

本年度末歳計外現金残高                      8,402,713

本年度末現金預金残高                    238,173,309

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


