
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
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

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

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

30,644,647,114 253,333,000
17,061,843,064 1,772,936,383
1,103,966,701 -

58,300,609,504 20,051,164,608
50,160,935,293 16,558,078,558

- 130,782,726
- -
- 2,996

28,092,301,946 1,466,816,667
△ 15,903,803,544 3,177,976,562

26,014,479 2,014,670,641

- 1,615,666
- 負債合計 23,229,141,170
-

- -
- 185,644,000
- 845,260,533

1,429,024,430
△ 772,391,463
48,518,251,489

264,324,468 64,202,297,610
18,631,501,109 △ 20,086,590,459

406,009,628 -

363,157,063
6,425,891,758

△ 5,541,104,688

△ 31,312,550,038
-
-

8,065,182,683
1,661,271,000

8,400,000

74,491,528
69,240,960
5,250,568

6,283,090,564
-

6,283,090,564
92,860,224

121,615,000
1,531,256,000

-
31,091,984

-

-
5,901,688,106
2,203,983,515

△ 3,131,089
9,044,238,817
2,503,280,333

604,836,882

- 純資産合計 44,115,707,151

資産合計 67,344,848,321 負債及び純資産合計 67,344,848,321

3,697,704,591
36,673,203

-
△ 2,239,707



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

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

2,038,260

17,935,268,490

7,614,037,516

3,192,186,404

2,761,210,214

152,031,264

9,518,000

269,426,926

3,392,062,658

1,526,952,264

264,967,261

1,598,104,873

△ 14,444,817,914

1,029,788,454

62,660,975

498,399

966,629,080

10,321,230,974

8,939,747,262

1,056,981,426

324,502,286

3,490,450,576

1,831,393,044

1,659,057,532

-

-

△ 14,624,648,210

179,830,296

159,082,897

18,269,399

-

2,478,000

-



（単位：円）

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 64,088,676,245 △ 22,029,266,790 -

純行政コスト（△） △ 14,624,648,210

財源 16,895,069,959 -

税収等 12,640,418,058

国県等補助金 4,254,651,901

本年度差額 2,270,421,749 -

固定資産等の変動（内部変動） 326,873,560 △ 326,873,560

有形固定資産等の増加 2,066,250,367 △ 2,066,250,367

有形固定資産等の減少 △ 1,585,399,985 1,585,399,985

貸付金・基金等の増加 389,493,381 △ 389,493,381

貸付金・基金等の減少 △ 543,470,203 543,470,203

資産評価差額 △ 205,593,429

無償所管換等 △ 7,658,766

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - △ 871,858

本年度純資産変動額 113,621,365 1,942,676,331 -

本年度末純資産残高 64,202,297,610 △ 20,086,590,459 -

【様式第３号】

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

△ 205,593,429

42,059,409,455

△ 14,624,648,210

16,895,069,959

12,640,418,058

4,254,651,901

2,270,421,749

△ 7,658,766

-

-

△ 871,858

2,056,297,696

44,115,707,151



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

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

62,660,975

【様式第４号】

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

17,666,877,661
6,033,658,013
3,223,541,404
1,790,803,666

159,082,897

956,651,968
11,633,219,648
8,939,747,262
1,056,981,426
1,636,490,960

19,683,237,966
12,645,291,129
3,643,650,901
1,832,325,176
1,561,970,760

161,560,897

611,001,000

2,478,000
2,028,142

1,856,827,550

2,271,707,618
1,910,692,822

360,674,796
340,000

-
-

1,027,568,170

-

299,934,000
-
-

116,633,170
△ 1,244,139,448

2,055,128,701
2,055,128,701

-
1,587,200,000
1,587,200,000

本年度資金収支額 144,759,401
前年度末資金残高 1,513,260,399
本年度末資金残高 1,658,019,800

4,240,341
841,020,192
845,260,533

2,503,280,333

△ 467,928,701


