
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 70,672   固定負債 23,254

    有形固定資産 62,990     地方債 19,093

      事業用資産 35,880     長期未払金 71

        土地 16,869     退職手当引当金 4,081

        立木竹 -     損失補償等引当金 10

        建物 34,922     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,443   流動負債 1,768

        工作物 4,233     １年内償還予定地方債 1,501

        工作物減価償却累計額 -2,927     未払金 29

        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 182

        航空機 -     預り金 56

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 25,022

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 226   固定資産等形成分 73,010

      インフラ資産 26,546   余剰分（不足分） -23,648

        土地 3,597

        建物 2,160

        建物減価償却累計額 -1,428

        工作物 50,392

        工作物減価償却累計額 -29,869

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,694

      物品 2,984

      物品減価償却累計額 -2,419

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 7,682

      投資及び出資金 4,935

        有価証券 -

        出資金 4,931

        その他 4

      投資損失引当金 -2,746

      長期延滞債権 337

      長期貸付金 660

      基金 4,528

        減債基金 129

        その他 4,399

      その他 -

      徴収不能引当金 -31

  流動資産 3,713

    現金預金 1,300

    未収金 88

    短期貸付金 3

    基金 2,336

      財政調整基金 2,336

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13 純資産合計 49,363

資産合計 74,385 負債及び純資産合計 74,385

一般会計等　貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

一般会計等　行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

  経常費用 15,474

    業務費用 8,929

      人件費 2,842

        職員給与費 2,555

        賞与等引当金繰入額 182

        退職手当引当金繰入額 -98

        その他 204

      物件費等 5,824

        物件費 2,906

        維持補修費 838

        減価償却費 2,079

        その他 1

      その他の業務費用 262

        支払利息 148

        徴収不能引当金繰入額 33

        その他 81

    移転費用 6,545

      補助金等 2,116

      社会保障給付 3,001

      他会計への繰出金 1,427

      その他 3

  経常収益 748

    使用料及び手数料 423

    その他 324

純経常行政コスト 14,727

  臨時損失 114

    災害復旧事業費 12

    資産除売却損 102

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 29

純行政コスト 14,811

    その他 1

  臨時利益 30

    資産売却益 1



【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 49,669 72,723 -23,055

  純行政コスト（△） -14,811 -14,811

  財源 14,500 14,500

    税収等 10,777 10,777

    国県等補助金 3,723 3,723

  本年度差額 -311 -311

  固定資産等の変動（内部変動） 282 -282

    有形固定資産等の増加 2,799 -2,799

    有形固定資産等の減少 -2,182 2,182

    貸付金・基金等の増加 592 -592

    貸付金・基金等の減少 -927 927

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5 5

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -306 287 -593

本年度末純資産残高 49,363 73,010 -23,648

一般会計等　純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

（単位：百万円）

一般会計等　資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,443

    業務費用支出 6,898

      人件費支出 2,934

      物件費等支出 3,749

      支払利息支出 148

      その他の支出 67

    移転費用支出 6,545

      補助金等支出 2,116

      社会保障給付支出 3,001

      他会計への繰出支出 1,427

      その他の支出 3

  業務収入 14,524

    税収等収入 10,774

    国県等補助金収入 3,001

    使用料及び手数料収入 423

    その他の収入 326

  臨時支出 12

    災害復旧事業費支出 12

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,070

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,355

    公共施設等整備費支出 2,799

    基金積立金支出 152

    投資及び出資金支出 92

    貸付金支出 311

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,612

    国県等補助金収入 721

    基金取崩収入 578

    貸付金元金回収収入 311

    資産売却収入 2

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,742

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,395

    地方債償還支出 1,364

    その他の支出 32

  財務活動収入 2,164

    地方債発行収入 2,164

前年度末歳計外現金残高 59

本年度歳計外現金増減額 -3

本年度末歳計外現金残高 56

本年度末現金預金残高 1,300

    その他の収入 -

財務活動収支 768

本年度資金収支額 96

前年度末資金残高 1,149

本年度末資金残高 1,244


