
(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
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
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
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 △ 2,718,378 純資産合計 30,927,866,331

資産合計 56,118,163,432 負債及び純資産合計 56,118,163,432

1,808,985,525
-
-

112,868,593
3,113,054,268
1,304,068,743

△ 13,766,829
3,958,653,582

708,196,011
27,253,088

2,057,369,557
-

2,057,369,557
-

199,330,400
15,200,000

-
143,980,361
516,983,053

2,919,510,779
214,944,637

414,237

48,809,268
48,809,268

-

-
1,063,992,894

△ 873,312,918

△ 20,150,904,512
-
-

350,101,801
△ 213,778,224
36,533,366,003

1,014,994,800 55,385,432,711
22,343,271,200 △ 24,457,566,380
5,824,486,132

- 7,178,220
- 負債合計 25,190,297,101
-

- -
- 195,891,941
- 75,100,925

△ 914,968,790 38,224,000
- -
- -

31,413,103,384 17,016,984
△ 19,228,866,586 2,198,482,668

1,058,320,806 1,882,087,582

12,889,821,613 3,372,754,704
424,833,400 -

52,159,509,850 22,991,814,433
49,191,189,803 19,475,714,745

【様式第１号】

一般会計等　貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

26,657,238,627 126,328,000



(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

他会計への繰出金

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

投資損失引当金繰入額

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

-

10,599,524

6,124,003

4,475,521

△ 13,729,551,384

-

3,089,110,089

1,178,024,277

295,045,777

475,129,338

183,254,247

291,875,091

△ 13,610,844,680

129,306,228

127,826,628

1,479,600

-

1,979,709,738

164,112,113

4,206,167,641

2,786,411,916

37,911,289

1,367,461,394

14,383,042

298,107,177

208,232,657

22,191,828

67,682,692

6,541,889,881

60,195,000

【様式第２号】

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 金額

14,085,974,018

7,544,084,137

3,039,809,319

2,619,610,265

195,891,941



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 56,709,106,721 △ 24,357,963,805

純行政コスト（△） △ 13,729,551,384

財源 13,730,496,704

税収等 9,907,646,356

国県等補助金 3,822,850,348

本年度差額 945,320

固定資産等の変動（内部変動） 100,547,895 △ 100,547,895

有形固定資産等の増加 1,526,969,988 △ 1,526,969,988

有形固定資産等の減少 △ 1,429,487,879 1,429,487,879

貸付金・基金等の増加 615,311,058 △ 615,311,058

貸付金・基金等の減少 △ 612,245,272 612,245,272

資産評価差額 369,421

無償所管換等 △ 1,424,591,326

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,323,674,010 △ 99,602,575

本年度末純資産残高 55,385,432,711 △ 24,457,566,380

△ 1,424,591,326

-

△ 1,423,276,585

30,927,866,331

369,421

945,320

【様式第３号】

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

科目 合計

32,351,142,916

△ 13,729,551,384

13,730,496,704

9,907,646,356

3,822,850,348



（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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
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 708,196,011

-
39,051,463

本年度資金収支額 △ 6,971,109
前年度末資金残高 640,066,195
本年度末資金残高 633,095,086

123,083,142
△ 47,982,217

75,100,925

1,825,526,000

1,070,691,265
523,448,993
11,216,373
9,252,491

-
△ 414,158,554

1,786,474,537
1,779,296,317

7,178,220
1,825,526,000

1,614,609,122

127,826,628
-

422,793,951
368,135,982

2,028,767,676
1,468,441,412

549,976,264
10,350,000

-
-

127,826,628

63,132,157
6,541,889,881
1,979,709,738
3,089,110,089
1,178,024,277

295,045,777
12,711,792,673
9,908,231,970
2,329,365,132

183,600,247
290,595,324

208,232,657

【様式第４号】

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 金額

12,638,624,014
6,096,734,133
2,983,586,437
2,841,782,882


