
（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

24,479,506,368 153,419,149
9,479,599,208 2,963,959,000
2,201,617,208 176,698,000

51,091,668,230 30,759,001,934
49,054,150,836 25,794,072,769

△ 85,580,730 217,087,251
- 2,111,000
- -

29,115,884,334 1,670,853,016
△ 16,560,385,764 2,844,728,065

328,372,112 2,137,548,492

- 19,088,190
- 負債合計 33,603,729,999
-

- -
- 258,619,714
- 210,273,418

1,019,315,466
△ 640,858,968
48,397,858,435

- 52,677,655,301
23,161,467,226 △ 29,328,824,837

658,553,256 -

60,866,804
3,274,360,915

△ 1,861,183,673

△ 26,334,267,767
-
-

2,024,946,464
691,138,000

-

12,570,930
-

12,570,930

421,905,534
-

421,905,534
-

550,138,000
141,000,000

-
578,187,747
361,204,156

68,433,717
1,517,553,354
1,446,025,048

△ 27,488,973
5,860,892,233
3,487,425,307

636,343,537

- 純資産合計 23,348,830,464

資産合計 56,952,560,463 負債及び純資産合計 56,952,560,463

71,528,306
8,162,634

152,335,213
△ 9,361,529



（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

757,077

27,159,623,917

12,391,029,078

4,663,365,455

3,686,568,711

258,619,714

411,314,000

306,863,030

6,973,724,949

4,355,686,828

759,078,619

1,858,202,425

△ 23,647,868,025

753,938,674

301,810,416

9,626,745

442,501,513

14,768,594,839

12,661,875,943

2,031,152,764

75,566,132

3,511,755,892

2,343,863,168

1,167,892,724

-

10,080,964

△ 25,368,545,273

1,730,758,212

1,715,134,549

22,381,404

△ 16,424,000

9,666,259

10,080,964



（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 54,184,740,473 △ 30,028,923,459 -

純行政コスト（△） △ 25,368,545,273

財源 24,521,933,467 -

税収等 15,627,769,597

国県等補助金 8,894,163,870

本年度差額 △ 846,611,806 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,546,710,428 1,546,710,428

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 △ 1,775,177,138 1,775,177,138

貸付金・基金等の増加 352,908,664 △ 352,908,664

貸付金・基金等の減少 △ 363,840,922 363,840,922

資産評価差額 33,886,636

無償所管換等 5,738,620

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 △ 1,507,085,172 700,098,622 -

本年度末純資産残高 52,677,655,301 △ 29,328,824,837 -

【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

33,886,636

24,155,817,014

△ 25,368,545,273

24,521,933,467

15,627,769,597

8,894,163,870

△ 846,611,806

5,738,620

-

-

-

△ 806,986,550

23,348,830,464



（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

301,810,416

【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

25,460,191,440
10,466,304,368
4,257,912,454
5,628,929,038

1,715,134,549

277,652,460
14,993,887,072
12,661,875,943
2,031,152,764

300,858,365
23,513,503,067
15,657,022,778
5,038,470,706
2,345,357,488

472,652,095
1,721,962,108

2,405,657,849

6,827,559
1,450,743,658

△ 2,217,906,823

372,478,925
276,747,083

9,751,842
-

85,980,000
-

2,666,811,457

-

21,055,601
77,117,808

-
162,980,199

2,294,332,532

1,661,708,422
1,661,708,422

-
2,682,450,000
2,682,450,000

本年度資金収支額 1,097,167,287
前年度末資金残高 2,179,984,602
本年度末資金残高 3,277,151,889

171,684,762
38,588,656

210,273,418
3,487,425,307

1,020,741,578


