
（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

19,123,459,562 -
7,388,145,983 1,143,660,436

250,231,300 -

49,839,654,701 10,532,709,584
47,313,520,377 8,576,471,148

- 173,977,000
- -
- -

23,916,419,950 812,578,000
△ 12,586,613,071 1,173,516,580

33,860,000 804,121,271

- 35,698,000
- 負債合計 11,706,226,164
-

- -
- 140,282,898
- 19,437,411

9,337,055,201
△ 4,630,391,844

41,538,193,892

121,415,400 55,555,039,166
27,947,832,109 △ 7,382,019,010
2,002,655,142 -

170,288,000
637,972,945

△ 395,744,239

△ 20,469,968,282
-
-

2,051,367,962
202,236,000

-

474,766,362
-

474,766,362

1,644,780,656
-

1,644,780,656
-

202,236,000
-
-

157,088,628
55,824,000

-
5,715,384,465
4,971,924,465

△ 8,561,322
10,039,591,619
4,021,330,338

282,585,179

- 純資産合計 48,173,020,156

資産合計 59,879,246,320 負債及び純資産合計 59,879,246,320

743,460,000
24,110,000

-
△ 3,818,363



（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

2,607,180

16,209,252,673

7,240,219,271

2,528,753,735

2,271,407,963

127,622,831

17,551,000

112,171,941

4,418,025,088

2,523,049,009

248,719,257

1,643,649,642

△ 11,902,303,076

293,440,448

104,039,484

1,419,741

187,981,223

8,969,033,402

7,995,001,023

956,223,338

17,809,041

4,306,949,597

2,416,913,128

1,890,036,469

6,400,000

-

△ 11,909,263,214

13,360,138

6,168,000

51,264

-

7,140,874

6,400,000



（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 55,666,370,317 △ 8,633,810,677 -

純行政コスト（△） △ 11,909,263,214

財源 13,495,505,425 -

税収等 10,084,176,237

国県等補助金 3,411,329,188

本年度差額 1,586,242,211 -

固定資産等の変動（内部変動） 406,800,156 △ 406,800,156

有形固定資産等の増加 1,842,665,188 △ 1,842,665,188

有形固定資産等の減少 △ 1,625,694,186 1,625,694,186

貸付金・基金等の増加 616,232,474 △ 616,232,474

貸付金・基金等の減少 △ 426,403,320 426,403,320

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 444,799,695

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 73,331,612 72,349,612

本年度純資産変動額 △ 111,331,151 1,251,791,667 -

本年度末純資産残高 55,555,039,166 △ 7,382,019,010 -

【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

-

47,032,559,640

△ 11,909,263,214

13,495,505,425

10,084,176,237

3,411,329,188

1,586,242,211

△ 444,799,695

-

-

△ 982,000

1,140,460,516

48,173,020,156



（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

104,039,484

【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

14,627,844,229
5,658,810,827
2,520,324,674
2,841,570,858

6,168,000

192,875,811
8,969,033,402
7,995,001,023

956,223,338
17,809,041

17,242,836,823
10,086,618,191
3,243,224,188
2,418,104,644
1,494,889,800

11,415,000

168,105,000

5,247,000
6,400,000

2,609,977,594

3,306,827,908
1,838,730,908
1,410,777,000

-
57,320,000

-
1,472,928,682

61,702,000

1,206,940,682
58,527,000
39,356,000

-
△ 1,833,899,226

848,032,230
834,075,230
13,957,000

108,902,000
47,200,000

本年度資金収支額 36,948,138
前年度末資金残高 3,964,944,789
本年度末資金残高 4,001,892,927

20,234,245
△ 796,834
19,437,411

4,021,330,338

△ 739,130,230


