
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 26,785,280,375   固定負債 4,892,731,386

    有形固定資産 24,495,337,246     地方債 4,545,046,386

      事業用資産 9,194,687,894     長期未払金 -

        土地 1,087,764,311     退職手当引当金 322,753,000

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 17,127,516,525     その他 24,932,000

        建物減価償却累計額 -11,182,030,138   流動負債 534,928,443

        工作物 815,980,451     １年内償還予定地方債 481,964,258

        工作物減価償却累計額 -562,383,355     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 40,585,385

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,378,800

        その他 - 負債合計 5,427,659,829

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 57,164,400   固定資産等形成分 27,467,085,179

      インフラ資産 14,988,931,460   余剰分（不足分） -5,279,277,451

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 36,995,100,373

        工作物減価償却累計額 -22,006,168,913

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,211,297,020

      物品減価償却累計額 -899,579,128

    無形固定資産 23,410,800

      ソフトウェア 23,410,800

      その他 -

    投資その他の資産 2,266,532,329

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 2,684,747

      長期貸付金 304,272,111

      基金 1,922,071,948

        減債基金 281,328,235

        その他 1,640,743,713

      その他 -

      徴収不能引当金 -259,477

  流動資産 830,187,182

    現金預金 147,809,777

    未収金 572,601

    短期貸付金 4,454,763

    基金 677,350,041

      財政調整基金 677,350,041

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 22,187,807,728

資産合計 27,615,467,557 負債及び純資産合計 27,615,467,557

一般会計等貸借対照表
（平成28年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,304,492,463

    その他 -

  臨時利益 16,759,725

    資産売却益 16,759,725

    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 -

純経常行政コスト 5,318,703,388

  臨時損失 2,548,800

    災害復旧事業費 2,548,800

  経常収益 136,085,199

    使用料及び手数料 94,470,360

    その他 41,614,839

      社会保障給付 123,894,875

      他会計への繰出金 308,973,883

      その他 1,284,000

        その他 4,322,906

    移転費用 2,582,647,878

      補助金等 2,148,495,120

      その他の業務費用 64,547,906

        支払利息 60,225,647

        徴収不能引当金繰入額 -647

        維持補修費 251,026,987

        減価償却費 1,239,696,545

        その他 2,841,050

        その他 22,371,520

      物件費等 2,362,369,704

        物件費 868,805,122

        職員給与費 539,158,934

        賞与等引当金繰入額 2,523,645

        退職手当引当金繰入額 -118,831,000

  経常費用 5,454,788,587

    業務費用 2,872,140,709

      人件費 445,223,099

一般会計等行政コスト計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：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 22,623,024,100 27,587,044,780 -4,964,020,680

  純行政コスト（△） -5,304,492,463 -5,304,492,463

  財源 4,869,276,091 4,869,276,091

    税収等 3,491,836,406 3,491,836,406

    国県等補助金 1,377,439,685 1,377,439,685

  本年度差額 -435,216,372 -435,216,372

  固定資産等の変動（内部変動） -135,637,733 135,637,733

    有形固定資産等の増加 492,203,023 -492,203,023

    有形固定資産等の減少 -1,239,696,545 1,239,696,545

    貸付金・基金等の増加 855,990,049 -855,990,049

    貸付金・基金等の減少 -244,134,260 244,134,260

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - 15,678,132 -15,678,132

  本年度純資産変動額 -435,216,372 -119,959,601 -315,256,771

本年度末純資産残高 22,187,807,728 27,467,085,179 -5,279,277,451

一般会計等純資産変動計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 147,809,777

    その他の収入 -

財務活動収支 359,435,745

本年度資金収支額 -55,422,095

前年度末資金残高 203,231,872

本年度末資金残高 147,809,777

  財務活動支出 538,653,255

    地方債償還支出 510,449,255

    その他の支出 28,204,000

  財務活動収入 898,089,000

    地方債発行収入 898,089,000

    貸付金元金回収収入 25,252,000

    資産売却収入 16,759,725

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,087,299,087

【財務活動収支】

    貸付金支出 320,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 260,893,985

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 218,882,260

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,348,193,072

    公共施設等整備費支出 492,203,023

    基金積立金支出 535,190,049

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 2,548,800

    災害復旧事業費支出 2,548,800

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 672,441,247

  業務収入 5,006,390,091

    税収等収入 3,492,865,207

    国県等補助金収入 1,377,439,685

    使用料及び手数料収入 94,470,360

    その他の収入 41,614,839

    移転費用支出 2,582,647,878

      補助金等支出 2,148,495,120

      社会保障給付支出 123,894,875

      他会計への繰出支出 308,973,883

      その他の支出 1,284,000

    業務費用支出 1,748,752,166

      人件費支出 561,530,454

      物件費等支出 1,122,673,159

      支払利息支出 60,225,647

      その他の支出 4,322,906

一般会計等資金収支計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,331,400,044



【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 29,477,525,742   固定負債 6,436,435,140

    有形固定資産 27,068,993,797     地方債等 6,064,936,946

      事業用資産 10,206,525,962     長期未払金 675,516

        土地 1,102,957,329     退職手当引当金 322,753,000

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 19,315,552,082     その他 48,069,678

        建物減価償却累計額 -12,539,586,769   流動負債 708,235,029

        工作物 1,180,659,526     １年内償還予定地方債等 621,210,142

        工作物減価償却累計額 -760,896,306     未払金 12,403,973

        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 62,242,114

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,378,800

        その他 - 負債合計 7,144,670,169

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 57,164,400   固定資産等形成分 30,159,330,546

      インフラ資産 16,501,522,665   余剰分（不足分） -6,720,493,671

        土地 -   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 39,673,163,051

        工作物減価償却累計額 -23,171,640,386

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,470,664,062

      物品減価償却累計額 -1,109,718,892

    無形固定資産 31,509,580

      ソフトウェア 29,578,680

      その他 1,930,900

    投資その他の資産 2,377,022,365

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 7,872,588

      長期貸付金 304,272,111

      基金 2,027,641,187

        減債基金 281,328,235

        その他 1,746,312,952

      その他 -

      徴収不能引当金 -526,521

  流動資産 1,105,981,302

    現金預金 209,173,643

    未収金 210,756,828

    短期貸付金 4,454,763

    基金 677,350,041

      財政調整基金 677,350,041

      減債基金 -

    棚卸資産 4,246,027

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 23,438,836,875

資産合計 30,583,507,044 負債及び純資産合計 30,583,507,044

全体貸借対照表
（平成28年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,973,266,079

    その他 -

  臨時利益 16,759,725

    資産売却益 16,759,725

    災害復旧事業費 2,548,800

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 80,761,442

純経常行政コスト 5,987,477,004

  臨時損失 2,548,800

      その他 3,453,600

  経常収益 639,919,113

    使用料及び手数料 559,157,671

    移転費用 2,790,597,436

      補助金等 2,663,248,961

      社会保障給付 123,894,875

        支払利息 93,626,147

        徴収不能引当金繰入額 64,292

        その他 66,632,829

        減価償却費 1,376,855,080

        その他 140,271,164

      その他の業務費用 160,323,268

      物件費等 2,842,729,931

        物件費 1,064,032,470

        維持補修費 261,571,217

        賞与等引当金繰入額 2,359,151

        退職手当引当金繰入額 -118,831,000

        その他 22,422,020

    業務費用 3,836,798,681

      人件費 833,745,482

        職員給与費 927,795,311

  経常費用 6,627,396,117

全体行政コスト計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：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 23,812,219,520 30,301,908,907 -6,489,689,387 -

  純行政コスト（△） -5,973,266,079 -5,973,266,079 -

  財源 5,599,883,434 5,599,883,434 -

    税収等 3,975,490,251 3,975,490,251 -

    国県等補助金 1,624,393,183 1,624,393,183 -

  本年度差額 -373,382,645 -373,382,645 -

  固定資産等の変動（内部変動） -158,155,454 158,155,454

    有形固定資産等の増加 589,814,503 -589,814,503

    有形固定資産等の減少 -1,376,855,081 1,376,855,081

    貸付金・基金等の増加 879,863,782 -879,863,782

    貸付金・基金等の減少 -250,978,658 250,978,658

  資産評価差額 - -

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - 15,577,093 -15,577,093

  本年度純資産変動額 -373,382,645 -142,578,361 -230,804,284 -

本年度末純資産残高 23,438,836,875 30,159,330,546 -6,720,493,671 -

全体純資産変動計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 209,173,643

本年度末資金残高 209,173,643

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度資金収支額 -46,391,375

前年度末資金残高 255,565,018

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 940,389,000

    その他の収入 -

財務活動収支 264,002,117

    地方債等償還支出 644,891,549

    その他の支出 31,495,334

  財務活動収入 940,389,000

投資活動収支 -1,201,939,902

【財務活動収支】

  財務活動支出 676,386,883

    貸付金元金回収収入 25,252,000

    資産売却収入 16,759,725

    その他の収入 -

  投資活動収入 267,738,383

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 225,726,658

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320,800,000

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,469,678,285

    公共施設等整備費支出 589,814,503

    基金積立金支出 559,063,782

  臨時収入 -

業務活動収支 891,546,410

【投資活動収支】

  臨時支出 2,548,800

    災害復旧事業費支出 2,548,800

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,624,393,183

    使用料及び手数料収入 579,677,340

    その他の収入 78,439,269

      その他の支出 3,453,600

  業務収入 6,260,199,574

    税収等収入 3,977,689,782

    移転費用支出 2,790,597,436

      補助金等支出 2,663,248,961

      社会保障給付支出 123,894,875

      物件費等支出 1,466,079,621

      支払利息支出 93,626,147

      その他の支出 66,632,829

  業務支出 5,366,104,364

    業務費用支出 2,575,506,928

      人件費支出 949,168,331

全体資金収支計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】



【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 29,477,525,742   固定負債 6,436,435,140

    有形固定資産 27,068,993,797     地方債等 6,064,936,946

      事業用資産 10,206,525,962     長期未払金 675,516

        土地 1,102,957,329     退職手当引当金 322,753,000

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 19,315,552,082     その他 48,069,678

        建物減価償却累計額 -12,539,586,769   流動負債 708,235,029

        工作物 1,180,659,526     １年内償還予定地方債等 621,210,142

        工作物減価償却累計額 -760,896,306     未払金 12,403,973

        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 62,242,114

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,378,800

        その他 - 負債合計 7,144,670,169

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 57,164,400   固定資産等形成分 30,159,330,546

      インフラ資産 16,501,522,665   余剰分（不足分） -6,700,348,003

        土地 -   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 39,673,163,051

        工作物減価償却累計額 -23,171,640,386

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,470,664,062

      物品減価償却累計額 -1,109,718,892

    無形固定資産 31,509,580

      ソフトウェア 29,578,680

      その他 1,930,900

    投資その他の資産 2,377,022,365

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 7,872,588

      長期貸付金 304,272,111

      基金 2,027,641,187

        減債基金 281,328,235

        その他 1,746,312,952

      その他 -

      徴収不能引当金 -526,521

  流動資産 1,126,126,970

    現金預金 229,319,311

    未収金 210,756,828

    短期貸付金 4,454,763

    基金 677,350,041

      財政調整基金 677,350,041

      減債基金 -

    棚卸資産 4,246,027

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 23,458,982,543

資産合計 30,603,652,712 負債及び純資産合計 30,603,652,712

連結貸借対照表
（平成28年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,973,266,079

    その他 -

  臨時利益 16,759,725

    資産売却益 16,759,725

    災害復旧事業費 2,548,800

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 80,761,442

純経常行政コスト 5,987,477,004

  臨時損失 2,548,800

      その他 3,453,600

  経常収益 639,919,113

    使用料及び手数料 559,157,671

    移転費用 2,790,597,436

      補助金等 2,663,248,961

      社会保障給付 123,894,875

        支払利息 93,626,147

        徴収不能引当金繰入額 64,292

        その他 66,632,829

        減価償却費 1,376,855,080

        その他 140,271,164

      その他の業務費用 160,323,268

      物件費等 2,842,729,931

        物件費 1,064,032,470

        維持補修費 261,571,217

        賞与等引当金繰入額 2,359,151

        退職手当引当金繰入額 -118,831,000

        その他 22,422,020

    業務費用 3,836,798,681

      人件費 833,745,482

        職員給与費 927,795,311

  経常費用 6,627,396,117

連結行政コスト計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：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 23,812,219,520 30,301,908,907 -6,489,689,387 -

  純行政コスト（△） -5,973,266,079 -5,973,266,079 -

  財源 5,599,883,434 5,599,883,434 -

    税収等 3,975,490,251 3,975,490,251 -

    国県等補助金 1,624,393,183 1,624,393,183 -

  本年度差額 -373,382,645 -373,382,645 -

  固定資産等の変動（内部変動） -158,155,454 158,155,454

    有形固定資産等の増加 589,814,503 -589,814,503

    有形固定資産等の減少 -1,376,855,081 1,376,855,081

    貸付金・基金等の増加 879,863,782 -879,863,782

    貸付金・基金等の減少 -250,978,658 250,978,658

  資産評価差額 - -

  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 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - 15,577,093 -15,577,093

  本年度純資産変動額 -373,382,645 -142,578,361 -230,804,284 -

本年度末純資産残高 23,893,762,385 30,361,777,967 -6,468,015,582 -

連結純資産変動計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 229,319,311

本年度末資金残高 229,319,311

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度資金収支額 -26,245,707

前年度末資金残高 255,565,018

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 940,389,000

    その他の収入 -

財務活動収支 264,002,117

    地方債等償還支出 644,891,549

    その他の支出 31,495,334

  財務活動収入 940,389,000

投資活動収支 -1,201,939,902

【財務活動収支】

  財務活動支出 676,386,883

    貸付金元金回収収入 25,252,000

    資産売却収入 16,759,725

    その他の収入 -

  投資活動収入 267,738,383

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 225,726,658

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320,800,000

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,469,678,285

    公共施設等整備費支出 589,814,503

    基金積立金支出 559,063,782

  臨時収入 -

業務活動収支 911,692,078

【投資活動収支】

  臨時支出 2,548,800

    災害復旧事業費支出 2,548,800

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,624,393,183

    使用料及び手数料収入 579,677,340

    その他の収入 78,439,269

      その他の支出 3,453,600

  業務収入 6,280,345,242

    税収等収入 3,997,835,450

    移転費用支出 2,790,597,436

      補助金等支出 2,663,248,961

      社会保障給付支出 123,894,875

      物件費等支出 1,466,079,621

      支払利息支出 93,626,147

      その他の支出 66,632,829

  業務支出 5,366,104,364

    業務費用支出 2,575,506,928

      人件費支出 949,168,331

連結資金収支計算書
自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】


