
（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 - 純資産合計 30,355,487,351

資産合計 62,742,646,251 負債及び純資産合計 62,742,646,251

1,808,985,525
2,251,000

120,000
△ 5,960,852

112,868,593
3,016,353,415
1,207,367,890

△ 23,733,384
4,735,051,418
1,549,084,813

60,334,449

2,941,436,655
-

2,941,436,655
-

199,330,400
15,200,000

-
250,102,893
516,983,053

3,899,733,854
214,944,637

414,237

48,878,268
48,809,268

69,000

-
1,096,610,350

△ 902,539,986

△ 23,890,911,512
-
-

2,142,268,701
△ 1,080,047,236

43,470,579,002

1,014,994,800 61,136,816,841
27,207,673,720 △ 30,781,329,490
6,565,784,765 -

- 36,969,220
- 負債合計 32,387,158,900
-

- -
- 203,425,981
- 75,100,925

△ 914,968,790 71,860,000
- -
- 17,000

31,413,103,384 319,206,984
△ 19,228,866,586 2,858,439,554

1,058,320,806 2,471,066,428

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

58,007,594,833 29,528,719,346
54,058,982,711 25,710,429,658

【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

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

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

6,124,003

4,475,521

△ 21,333,865,431

130,360,328

127,826,628

1,479,600

-

1,054,100

10,599,524

△ 21,214,104,627

641,892,387

378,993,545

53,658,118

209,240,724

13,730,275,831

10,328,642,073

3,089,310,681

312,323,077

1,078,331,626

556,672,907

521,658,719

15,461,948

22,292,436,253

8,562,160,422

3,159,695,089

2,710,235,228

203,425,981

60,195,000

185,838,880

4,760,572,946

3,110,378,706

61,955,289

1,572,777,003

【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



（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 62,719,168,721 △ 31,062,284,616 -

純行政コスト（△） △ 21,333,865,431

財源 21,456,690,582 -

税収等 14,905,995,012

国県等補助金 6,550,695,570

本年度差額 122,825,151 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 158,129,975 158,129,975

有形固定資産等の増加 1,606,024,387 △ 1,606,024,387

有形固定資産等の減少 △ 1,632,117,488 1,632,117,488

貸付金・基金等の増加 689,615,601 △ 689,615,601

貸付金・基金等の減少 △ 821,652,475 821,652,475

資産評価差額 369,421

無償所管換等 △ 1,424,591,326

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,582,351,880 280,955,126 -

本年度末純資産残高 61,136,816,841 △ 30,781,329,490 -

△ 1,424,591,326

-

-

-

△ 1,301,396,754

30,355,487,351

369,421

31,656,884,105

△ 21,333,865,431

21,456,690,582

14,905,995,012

6,550,695,570

122,825,151

【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



（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

123,083,142
△ 47,982,217

75,100,925
1,549,084,813

△ 334,360,412
本年度資金収支額 △ 4,621,452
前年度末資金残高 1,478,605,340
本年度末資金残高 1,473,983,888

-

643,448,993
11,216,373
9,252,491

-
△ 387,563,100

2,308,386,412
2,294,418,192

13,968,220
1,974,026,000
1,974,026,000

1,079,810,265

1,000
430,460,201
717,302,060

2,131,291,222
1,547,665,811

573,275,411
10,350,000

-
-

1,743,728,122

127,826,628

204,426,189
13,730,275,831
10,328,642,073
3,089,310,681

312,323,077
21,025,453,726
14,906,457,623
5,040,425,104

557,058,047
521,512,952
127,827,628

378,993,545

【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

20,610,784,239
6,880,508,408
3,103,530,096
3,193,558,578


