
【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 37,916   固定負債 5,914

    有形固定資産 31,919     地方債 4,589

      事業用資産 22,527     長期未払金 -

        土地 998     退職手当引当金 1,324

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,138     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,327   流動負債 1,866

        工作物 4,304     １年内償還予定地方債 661

        工作物減価償却累計額 -1,192     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 93

        航空機 -     預り金 1,113

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,780

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 606   固定資産等形成分 45,947

      インフラ資産 8,040   余剰分（不足分） -6,421

        土地 1,510

        建物 1,222

        建物減価償却累計額 -1,041

        工作物 36,302

        工作物減価償却累計額 -29,953

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,402

      物品減価償却累計額 -2,049

    無形固定資産 153

      ソフトウェア 153

      その他 -

    投資その他の資産 5,844

      投資及び出資金 1,091

        有価証券 4

        出資金 552

        その他 535

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 73

      長期貸付金 386

      基金 4,296

        減債基金 2,126

        その他 2,170

      その他 -

      徴収不能引当金 -2

  流動資産 9,389

    現金預金 1,338

    未収金 21

    短期貸付金 4

    基金 8,026

      財政調整基金 7,356

      減債基金 670

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0 純資産合計 39,526

資産合計 47,305 負債及び純資産合計 47,305

貸借対照表
（平成29年3月31日現在） 一般会計



【様式第2号】

（単位：百万円）

  経常費用 12,906

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

    業務費用 9,263

      人件費 2,323

        職員給与費 1,709

        賞与等引当金繰入額 -9

        退職手当引当金繰入額 393

        その他 230

      物件費等 6,809

        物件費 2,647

        維持補修費 2,133

        減価償却費 2,019

        その他 10

      その他の業務費用 132

        支払利息 77

        徴収不能引当金繰入額 0

        その他 54

    移転費用 3,642

      補助金等 2,214

      社会保障給付 555

      他会計への繰出金 844

      その他 29

  経常収益 394

    使用料及び手数料 146

    その他 248

純経常行政コスト 12,511

  臨時損失 127

    災害復旧事業費 61

    資産除売却損 66

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 12,612

  臨時利益 27

    資産売却益 27

    その他 -

一般会計



【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 40,094 46,665 -6,571

  純行政コスト（△） -12,612 -12,612

  財源 14,212 14,212

    税収等 8,779 8,779

    国県等補助金 5,433 5,433

  本年度差額 1,600 1,600

  固定資産等の変動（内部変動） 1,450 -1,450

    有形固定資産等の増加 6,272 -6,272

    有形固定資産等の減少 -5,173 5,173

    貸付金・基金等の増加 2,613 -2,613

    貸付金・基金等の減少 -2,261 2,261

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -2,169 -2,169

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -569 -719 150

本年度末純資産残高 39,526 45,947 -6,421

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 一般会計



【様式第4号】

（単位：百万円）

  業務支出 10,502

    業務費用支出 6,860

      人件費支出 1,939

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】

    移転費用支出 3,642

      補助金等支出 2,214

      社会保障給付支出 555

      物件費等支出 4,806

      支払利息支出 77

      その他の支出 38

    税収等収入 8,780

    国県等補助金収入 1,484

    使用料及び手数料収入 146

      他会計への繰出支出 844

      その他の支出 29

  業務収入 10,658

    その他の支出 42

  臨時収入 -

業務活動収支 53

    その他の収入 249

  臨時支出 103

    災害復旧事業費支出 61

    基金積立金支出 1,630

    投資及び出資金支出 121

    貸付金支出 107

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,000

    公共施設等整備費支出 3,143

    基金取崩収入 1,387

    貸付金元金回収収入 119

    資産売却収入 27

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,483

    国県等補助金収入 3,950

  財務活動支出 561

    地方債償還支出 561

    その他の支出 -

    その他の収入 -

投資活動収支 483

【財務活動収支】

財務活動収支 -561

本年度資金収支額 -24

前年度末資金残高 250

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    その他の収入 -

本年度末歳計外現金残高 1,113

本年度末現金預金残高 1,338

本年度末資金残高 226

前年度末歳計外現金残高 1,605

本年度歳計外現金増減額 -493

一般会計



【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 57,427   固定負債 22,900

    有形固定資産 51,374     地方債等 11,232

      事業用資産 22,527     長期未払金 -

        土地 998     退職手当引当金 1,324

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 30,138     その他 10,343

        建物減価償却累計額 -12,327   流動負債 2,819

        工作物 4,304     １年内償還予定地方債等 1,016

        工作物減価償却累計額 -1,192     未払金 580

        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 103

        航空機 -     預り金 1,113

        航空機減価償却累計額 -     その他 7

        その他 - 負債合計 25,719

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 606   固定資産等形成分 65,457

      インフラ資産 27,464   余剰分（不足分） -23,051

        土地 1,812   他団体出資等分 -

        建物 3,511

        建物減価償却累計額 -1,826

        工作物 56,742

        工作物減価償却累計額 -35,667

        その他 5,469

        その他減価償却累計額 -2,698

        建設仮勘定 122

      物品 3,486

      物品減価償却累計額 -2,103

    無形固定資産 170

      ソフトウェア 153

      その他 17

    投資その他の資産 5,883

      投資及び出資金 849

        有価証券 4

        出資金 552

        その他 293

      長期延滞債権 139

      長期貸付金 387

      基金 4,511

        減債基金 2,126

        その他 2,386

      その他 4

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 10,698

    現金預金 2,259

    未収金 401

    短期貸付金 4

    基金 8,026

      財政調整基金 7,356

      減債基金 670

    棚卸資産 14

    その他 0

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 - 純資産合計 42,406

資産合計 68,125 負債及び純資産合計 68,125

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在） 全体会計



【様式第2号】

（単位：百万円）

  経常費用 15,444

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

    業務費用 10,649

      人件費 2,503

        職員給与費 1,869

        賞与等引当金繰入額 -6

        退職手当引当金繰入額 393

        その他 246

      物件費等 7,865

        物件費 2,951

        維持補修費 2,159

        減価償却費 2,720

        その他 35

      その他の業務費用 282

        支払利息 209

        徴収不能引当金繰入額 0

        その他 73

    移転費用 4,795

      補助金等 4,335

      社会保障給付 555

      その他 29

  経常収益 743

    使用料及び手数料 433

    その他 310

純経常行政コスト 14,701

  臨時損失 127

    災害復旧事業費 61

    資産除売却損 66

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 14,801

    その他 -

  臨時利益 27

    資産売却益 27

全体会計



【様式第4号】

（単位：百万円）

  業務支出 12,288

    業務費用支出 7,493

      人件費支出 2,119

連結資金収支計算書
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】

    移転費用支出 4,795

      補助金等支出 4,335

      社会保障給付支出 555

      物件費等支出 5,115

      支払利息支出 209

      その他の支出 50

    国県等補助金収入 2,365

    使用料及び手数料収入 329

    その他の収入 311

      その他の支出 29

  業務収入 12,707

    税収等収入 9,702

  臨時収入 -

業務活動収支 316

【投資活動収支】

  臨時支出 103

    災害復旧事業費支出 61

    その他の支出 42

    投資及び出資金支出 121

    貸付金支出 108

    その他の支出 -

  投資活動支出 6,198

    公共施設等整備費支出 4,252

    基金積立金支出 1,718

    貸付金元金回収収入 120

    資産売却収入 27

    その他の収入 -

  投資活動収入 6,137

    国県等補助金収入 4,600

    基金取崩収入 1,390

    地方債等償還支出 903

    その他の支出 -

  財務活動収入 547

投資活動収支 -61

【財務活動収支】

  財務活動支出 903

本年度資金収支額 -100

前年度末資金残高 1,247

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 339

    その他の収入 208

財務活動収支 -355

本年度末歳計外現金残高 1,113

本年度末現金預金残高 2,259

本年度末資金残高 1,147

前年度末歳計外現金残高 1,605

本年度歳計外現金増減額 -493

全体会計



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 42,938 65,770 -22,832 -

  純行政コスト（△） -14,801 -14,801 -

  財源 16,438 16,438 -

    税収等 10,124 10,124 -

    国県等補助金 6,314 6,314 -

  本年度差額 1,637 1,637 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,857 -1,857

    有形固定資産等の増加 7,320 -7,320

    有形固定資産等の減少 -5,898 5,898

    貸付金・基金等の増加 2,773 -2,773

    貸付金・基金等の減少 -2,339 2,339

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -2,169 -2,169

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -532 -313 -219 -

本年度末純資産残高 42,406 65,457 -23,051 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日 全体会計



【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 61,833   固定負債 25,168

    有形固定資産 54,207     地方債等 11,621

      事業用資産 25,121     長期未払金 62

        土地 1,112     退職手当引当金 2,920

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 38,338     その他 10,566

        建物減価償却累計額 -18,180   流動負債 3,227

        工作物 4,467     １年内償還予定地方債等 1,078

        工作物減価償却累計額 -1,320     未払金 745

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 0

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 179

        航空機 -     預り金 1,120

        航空機減価償却累計額 -     その他 105

        その他 529 負債合計 28,396

        その他減価償却累計額 -433 【純資産の部】

        建設仮勘定 608   固定資産等形成分 69,905

      インフラ資産 27,464   余剰分（不足分） -24,841

        土地 1,812   他団体出資等分 -

        建物 3,511

        建物減価償却累計額 -1,826

        工作物 56,742

        工作物減価償却累計額 -35,667

        その他 5,469

        その他減価償却累計額 -2,698

        建設仮勘定 122

      物品 4,590

      物品減価償却累計額 -2,968

    無形固定資産 172

      ソフトウェア 153

      その他 18

    投資その他の資産 7,454

      投資及び出資金 191

        有価証券 4

        出資金 67

        その他 120

      長期延滞債権 139

      長期貸付金 395

      基金 6,725

        減債基金 2,126

        その他 4,599

      その他 10

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 11,627

    現金預金 2,755

    未収金 590

    短期貸付金 4

    基金 8,068

      財政調整基金 7,398

      減債基金 670

    棚卸資産 69

    その他 147

    徴収不能引当金 -7

  繰延資産 0 純資産合計 45,064

資産合計 73,460 負債及び純資産合計 73,460

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

  経常費用 18,914

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

    業務費用 13,617

      人件費 4,275

        職員給与費 3,284

        賞与等引当金繰入額 33

        退職手当引当金繰入額 438

        その他 520

      物件費等 8,696

        物件費 3,157

        維持補修費 2,195

        減価償却費 2,933

        その他 411

      その他の業務費用 645

        支払利息 223

        徴収不能引当金繰入額 0

        その他 423

    移転費用 5,298

      補助金等 3,398

      社会保障給付 1,968

      その他 56

  経常収益 2,596

    使用料及び手数料 1,285

    その他 1,311

純経常行政コスト 16,318

  臨時損失 127

    災害復旧事業費 61

    資産除売却損 66

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 16,418

    その他 -

  臨時利益 27

    資産売却益 27



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 45,555 69,523 -23,968 -

  純行政コスト（△） -16,418 -16,418 -

  財源 18,096 18,096 -

    税収等 10,845 10,845 -

    国県等補助金 7,251 7,251 -

  本年度差額 1,678 1,678 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,551 -2,551

    有形固定資産等の増加 8,235 -8,235

    有形固定資産等の減少 -6,112 6,112

    貸付金・基金等の増加 2,839 -2,839

    貸付金・基金等の減少 -2,411 2,411

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -2,169 -2,169

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 0 0 0 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -492 382 -873 -

本年度末純資産残高 45,064 69,905 -24,841 -

連結純資産変動計算書
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）

  業務支出 15,506

    業務費用支出 10,209

      人件費支出 3,826

連結資金収支計算書
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】

    移転費用支出 5,298

      補助金等支出 3,398

      社会保障給付支出 1,968

      物件費等支出 5,765

      支払利息支出 223

      その他の支出 395

    国県等補助金収入 3,260

    使用料及び手数料収入 1,241

    その他の収入 1,296

      その他の支出 56

  業務収入 16,210

    税収等収入 10,413

  臨時収入 0

業務活動収支 602

【投資活動収支】

  臨時支出 103

    災害復旧事業費支出 61

    その他の支出 42

    投資及び出資金支出 121

    貸付金支出 110

    その他の支出 -

  投資活動支出 6,318

    公共施設等整備費支出 4,353

    基金積立金支出 1,734

    貸付金元金回収収入 120

    資産売却収入 27

    その他の収入 60

  投資活動収入 6,227

    国県等補助金収入 4,610

    基金取崩収入 1,411

    地方債等償還支出 970

    その他の支出 240

  財務活動収入 630

投資活動収支 -91

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,211

本年度資金収支額 -69

前年度末資金残高 1,709

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 342

    その他の収入 289

財務活動収支 -580

本年度末歳計外現金残高 1,115

本年度末現金預金残高 2,755

本年度末資金残高 1,640

前年度末歳計外現金残高 1,605

本年度歳計外現金増減額 -490


