
（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

14,516,868,730 -

6,189,595,351 1,272,947,000

47,674,900 -

37,481,081,667 8,600,436,074

35,532,043,123 6,324,950,074

△ 125,990,030 5,099,000

9,489,000 -

△ 9,488,998 -

17,949,578,691 1,002,539,000

△ 9,955,214,141 693,078,162

173,161,867 603,482,440

- 406,000

- 負債合計 9,293,514,236

-

- -

- 84,090,722

- -

612,964,053

△ 134,040,198

37,909,810,893

238,062,090 38,573,897,096

19,761,710,515 △ 7,978,450,657

602,415,495 -

406,023,157

2,460,632,008

△ 1,207,168,130

△ 19,635,462,885

-

-

1,937,039,953

46,058,480

16,254,800

11,998,591

11,998,591

-

1,628,251,401

-

1,628,251,401

-

26,803,680

3,000,000

-

104,557,482

169,839,900

8,971,200

1,083,844,229

1,006,881,655

△ 11,667,310

2,407,879,008

1,248,610,036

71,539,312

- 純資産合計 30,595,446,439

資産合計 39,888,960,675 負債及び純資産合計 39,888,960,675

76,962,574

2,222,000

-

△ 7,307,769



（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

-

11,288,769,176

3,795,595,551

1,236,986,475

1,017,030,686

84,090,722

10,206,000

125,659,067

2,372,052,621

871,108,135

273,411,897

1,227,532,589

△ 10,813,560,284

186,556,455

76,218,461

22,532,511

87,805,483

7,493,173,625

6,449,672,302

1,006,187,437

37,313,886

475,208,892

369,380,041

105,828,851

-

19,159,930

△ 10,821,293,846

26,893,492

6,869,255

9,131,777

-

10,892,460

19,159,930



（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 37,799,472,598 △ 7,968,095,420 -

純行政コスト（△） △ 10,821,293,846

財源 11,315,681,041 -

税収等 7,291,405,087

国県等補助金 4,024,275,954

本年度差額 494,387,195 -

固定資産等の変動（内部変動） 504,462,302 △ 504,462,302

有形固定資産等の増加 1,747,398,005 △ 1,747,398,005

有形固定資産等の減少 △ 1,442,248,507 1,442,248,507

貸付金・基金等の増加 1,022,610,518 △ 1,022,610,518

貸付金・基金等の減少 △ 823,297,714 823,297,714

資産評価差額 -

無償所管換等 269,962,196

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - △ 280,130

本年度純資産変動額 774,424,498 △ 10,355,237 -

本年度末純資産残高 38,573,897,096 △ 7,978,450,657 -

【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

30,595,446,439

-

29,831,377,178

△ 10,821,293,846

11,315,681,041

7,291,405,087

4,024,275,954

494,387,195

269,962,196

-

-

△ 280,130

764,069,261



（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

76,218,461

【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

10,070,807,988
2,577,634,363
1,228,259,610
1,195,506,827

6,869,255

77,649,465
7,493,173,625
6,449,672,302
1,006,187,437

37,313,886
10,424,241,621
7,288,006,462
2,643,233,716
368,815,222
124,186,221
16,869,255

663,062,918

10,000,000
717,979,320

1,054,543,698

2,371,218,449
1,501,056,087
813,343,362

3,000,000
53,819,000

-
1,307,624,539

85,819,000

587,094,621
57,167,000

300,000
-

△ 1,063,593,910

534,786,297
534,786,297

-
521,193,000
435,374,000

本年度資金収支額 △ 22,643,509
前年度末資金残高 1,271,253,545
本年度末資金残高 1,248,610,036

96,874,438
△ 96,874,438

-
1,248,610,036

△ 13,593,297


