
(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

【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

20,517,347,086 153,419,149
9,268,856,728 2,275,783,000
2,201,617,208 176,698,000

40,944,876,862 20,622,554,672
38,551,314,527 18,016,654,523

- 23,279,851
- 2,111,000
- -

25,005,818,825 -
△ 15,959,885,275 1,774,788,659

939,600 1,381,953,553

- 4,334,690
- 負債合計 22,397,343,331
-

- -
- 169,477,721
- 193,631,844

220,731,703
△ 155,214,312
40,532,120,645

- 42,530,442,910
17,886,376,507 △ 20,301,204,885

518,745,657

27,817,804
697,183,444

△ 549,592,510

△ 23,257,824,990
-
-

2,393,562,335
1,387,138,000

-

-
-
-

302,695,678
-

302,695,678
-

550,138,000
837,000,000

-
357,606,467
361,204,156

68,433,717
1,517,132,331
1,445,604,025

△ 15,081,966
3,681,704,494
2,039,174,246

59,623,019

△ 2,658,819 純資産合計 22,229,238,025

資産合計 44,626,581,356 負債及び純資産合計 44,626,581,356

71,528,306
-
-



(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

-

【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

17,597,532,744

8,388,553,253

2,711,274,169

2,262,189,101

169,477,721

5,388,707,647

279,607,347

5,401,925,888

3,812,542,142

240,049,872

1,348,811,547

522,327

275,353,196

169,658,864

6,823,478

98,870,854

9,208,979,491

△ 16,424,000

2,030,642,764

1,721,262,948

68,366,132

1,177,021,524

165,360,856

1,011,660,668

△ 16,420,511,220

1,505,511,296

1,499,553,892

22,381,404

-

-

9,368,921

-

9,368,921

△ 17,916,653,595



(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 43,644,791,530 △ 21,060,594,651

純行政コスト（△） △ 17,916,653,595

財源 17,522,069,485

税収等 11,387,587,543

国県等補助金 6,134,481,942

本年度差額 △ 394,584,110

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,153,973,876 1,153,973,876

有形固定資産等の増加 239,398,968 △ 239,398,968

有形固定資産等の減少 △ 1,384,671,951 1,384,671,951

貸付金・基金等の増加 269,334,399 △ 269,334,399

貸付金・基金等の減少 △ 278,035,292 278,035,292

資産評価差額 33,886,636

無償所管換等 5,738,620

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,114,348,620 759,389,766

本年度末純資産残高 42,530,442,910 △ 20,301,204,885

△ 394,584,110

【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

22,584,196,879

△ 17,916,653,595

17,522,069,485

11,387,587,543

6,134,481,942

33,886,636

5,738,620

-

△ 354,958,854

22,229,238,025



（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

169,658,864

【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

16,264,608,435
7,032,349,093
2,707,448,186
4,070,805,857

1,499,553,892

84,436,186
9,232,259,342
5,388,707,647
2,030,642,764
1,721,262,948

91,645,983
14,254,756,099
11,407,543,274
2,459,672,778

166,855,176
220,684,871

2,329,067,258

1,499,553,892
-

1,443,915,315
△ 2,065,490,913

320,522,262
224,885,968

9,656,294
-

85,980,000
-

2,412,500,000

2,230,893,849
21,055,601
77,117,808

-
-

2,008,544,996

1,341,938,214
1,341,938,214

-
2,412,500,000

2,039,174,246

-
1,070,561,786

本年度資金収支額 1,013,615,869
前年度末資金残高 831,926,533
本年度末資金残高 1,845,542,402

159,690,282
33,941,562

193,631,844


