
(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 △ 3,114,103 純資産合計 28,304,480,938

資産合計 36,020,977,456 負債及び純資産合計 36,020,977,456

76,962,574
-
-

8,971,200
1,083,844,229
1,006,881,655

△ 6,556,250
1,469,924,281
350,857,510
29,365,445

1,493,156,763
-

1,493,156,763
-

26,803,680
3,640,000

-
57,839,234

169,839,900

1,760,978,127
46,698,480
16,254,800

11,998,591
11,998,591

-

406,023,157
955,944,342

△ 568,150,130

△ 18,030,958,885
-
-

125,259,053
△ 70,798,198
34,901,034,893

238,062,090 35,643,868,604
17,873,413,515 △ 7,339,387,666

542,853,495

- -
- 負債合計 7,716,496,518
-

- -
- 76,563,004
- -

△ 125,990,030 -
9,489,000 -

△ 9,488,998 -

17,949,578,691 -
△ 9,955,214,141 642,405,444

173,161,867 565,842,440

6,189,595,351 1,242,947,000
47,674,900 -

34,551,053,175 7,074,091,074
32,778,076,457 5,831,144,074

【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

14,516,868,730 -



(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

-

19,159,930

-

19,159,930

△ 7,062,022,703

-

1,006,187,437

690,829,440

37,313,886

226,993,726

133,850,141

93,143,585

△ 7,065,181,601

16,001,032

6,869,255

9,131,777

-

2,229,650,447

118,959,367

2,078,393,215

727,128,729

260,500,897

1,090,763,589

-

119,393,530

65,702,461

8,938,395

44,752,674

3,963,981,210

7,493,000

【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

7,292,175,327

3,328,194,117

1,130,407,372

927,392,001

76,563,004



(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 34,985,186,767 △ 7,314,616,360

純行政コスト（△） △ 7,062,022,703

財源 7,426,251,168

税収等 4,806,958,723

国県等補助金 2,619,292,445

本年度差額 364,228,465

固定資産等の変動（内部変動） 388,719,641 △ 388,719,641

有形固定資産等の増加 1,441,340,339 △ 1,441,340,339

有形固定資産等の減少 △ 1,220,631,507 1,220,631,507

貸付金・基金等の増加 935,255,304 △ 935,255,304

貸付金・基金等の減少 △ 767,244,495 767,244,495

資産評価差額 -

無償所管換等 269,962,196

その他 - △ 280,130

本年度純資産変動額 658,681,837 △ 24,771,306

本年度末純資産残高 35,643,868,604 △ 7,339,387,666

269,962,196

△ 280,130

633,910,531

28,304,480,938

-

364,228,465

【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

27,670,570,407

△ 7,062,022,703

7,426,251,168

4,806,958,723

2,619,292,445



（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 350,857,510

-
△ 103,997,297

本年度資金収支額 △ 126,044,037
前年度末資金残高 476,901,547
本年度末資金残高 350,857,510

96,874,438
△ 96,874,438

-

430,789,000

663,062,918
587,094,621
57,167,000

300,000
-

△ 830,002,235

534,786,297
534,786,297

-
430,789,000

1,307,624,539

6,869,255
-

717,979,320
807,955,495

2,137,626,774
1,311,472,421
769,335,353

3,000,000
53,819,000

-

6,869,255

34,525,946
3,963,981,210
2,229,650,447
1,006,187,437
690,829,440
37,313,886

6,290,285,688
4,807,245,778
1,238,250,207
133,285,322
111,504,381

65,702,461

【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

6,193,440,258
2,229,459,048
1,122,242,510
1,006,988,131


