
*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 9,203,360,480 固定負債 5,235,831,273

有形固定資産 7,793,850,469 地方債等 4,753,595,273
事業用資産 3,532,257,349 長期未払金 0

土地 1,011,679,497 退職手当引当金 482,236,000
立木竹 890,784,600 損失補償等引当金 0
建物 5,653,251,703 その他 0
建物減価償却累計額 △ 4,625,799,470 流動負債 783,059,036
工作物 1,296,748,741 1年内償還予定地方債等 443,657,751
工作物減価償却累計額 △ 698,288,164 未払金 69,410
船舶 2 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 31,499,034
航空機 0 預り金 16,925,351
航空機減価償却累計額 0 その他 290,907,490
その他 0 6,018,890,309
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 3,880,440 固定資産等形成分 9,445,263,424

インフラ資産 4,180,816,276 余剰分（不足分） △ 5,613,922,850
土地 95,219,413
建物 309,148,840
建物減価償却累計額 △ 134,959,879
工作物 11,177,782,313
工作物減価償却累計額 △ 7,308,014,691
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 41,640,280

物品 152,687,978
物品減価償却累計額 △ 71,911,134

無形固定資産 47,197,728
ソフトウェア 47,197,728
その他 0

投資その他の資産 1,362,312,283
投資及び出資金 109,954,697

有価証券 0
出資金 109,954,697
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 430,475,971
長期貸付金 30,080,014
基金 796,075,509

減債基金 100,068,266
その他 696,007,243

その他 0
徴収不能引当金 △ 4,273,908

流動資産 646,870,403
現金預金 392,824,514
未収金 12,212,820
短期貸付金 4,752,944
基金 237,150,000

財政調整基金 237,150,000
減債基金 0

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △ 69,875

繰延資産 - 3,831,340,574
9,850,230,883 9,850,230,883

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 3,689,090,468
業務費用 1,779,296,919

人件費 604,727,157
職員給与費 428,487,549
賞与等引当金繰入額 32,398,896
退職手当引当金繰入額 9,976,000
その他 133,864,712

物件費等 1,098,114,856
物件費 638,390,499
維持補修費 40,514,901
減価償却費 419,209,456
その他 -

その他の業務費用 76,454,906
支払利息 53,500,545
徴収不能引当金繰入額 3,744,518
その他 19,209,843

移転費用 1,909,793,549
補助金等 1,778,453,059
社会保障給付 125,766,490
他会計への繰出金 0
その他 5,574,000

経常収益 238,093,198
使用料及び手数料 119,890,910
その他 118,202,288

純経常行政コスト △ 3,450,997,270
臨時損失 9,622,023

災害復旧事業費 2,801,046
資産除売却損 -
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 6,820,977

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 3,460,619,293

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 3,915,482,136 9,660,026,770 △ 5,744,544,634

純行政コスト（△） △ 3,460,619,293 △ 3,460,619,293

財源 3,376,477,731 3,376,477,731

税収等 2,486,728,455 2,486,728,455

国県等補助金 889,749,276 889,749,276

本年度差額 △ 84,141,562 △ 84,141,562

固定資産等の変動（内部変動） △ 214,763,346 214,763,346

有形固定資産等の増加 267,204,264 △ 267,204,264

有形固定資産等の減少 △ 419,209,456 419,209,456

貸付金・基金等の増加 96,760,356 △ 96,760,356

貸付金・基金等の減少 △ 159,518,510 159,518,510

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 84,141,562 △ 214,763,346 130,621,784

本年度末純資産残高 3,831,340,574 9,445,263,424 △ 5,613,922,850

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H28
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 3,250,358,874

業務費用支出 1,340,565,325
人件費支出 590,554,148
物件費等支出 678,905,400
支払利息支出 53,500,545
その他の支出 17,605,232

移転費用支出 1,909,793,549
補助金等支出 1,778,453,059
社会保障給付支出 125,766,490
他会計への繰出支出 0
その他の支出 5,574,000

業務収入 3,491,002,794
税収等収入 2,501,031,522
国県等補助金収入 789,412,676
使用料及び手数料収入 117,306,210
その他の収入 83,252,386

臨時支出 2,801,046
災害復旧事業費支出 2,801,046
その他の支出 -

臨時収入 2,755,600
業務活動収支 240,598,474
【投資活動収支】

投資活動支出 346,206,264
公共施設等整備費支出 267,204,264
基金積立金支出 76,552,000
投資及び出資金支出 50,000
貸付金支出 2,400,000
その他の支出 -

投資活動収入 220,065,040
国県等補助金収入 97,581,000
基金取崩収入 100,000,000
貸付金元金回収収入 22,484,040
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 126,141,224
【財務活動収支】

財務活動支出 741,238,450
地方債償還支出 432,195,848
その他の支出 309,042,602

財務活動収入 636,407,490
地方債発行収入 345,500,000
その他の収入 290,907,490

財務活動収支 △ 104,830,960
9,626,290

366,272,873
375,899,163

前年度末歳計外現金残高 11,753,214
本年度歳計外現金増減額 5,172,137
本年度末歳計外現金残高 16,925,351
本年度末現金預金残高 392,824,514

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


