
(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 △ 3,472,636 純資産合計 132,556,830,969

資産合計 153,604,823,763 負債及び純資産合計 153,604,823,763

746,298,562
-
-

6,339,300
4,620,565,489
3,874,266,927

△ 14,645,877
5,641,228,012

980,680,724
37,115,135

5,098,204,964
-

5,098,204,964
-

117,887,000
110,400,000

-
222,459,891
101,444,932

5,641,260,910
233,797,000

5,510,000

57,757,053
57,757,053

-

41,173,900
2,018,775,651

△ 1,111,694,217

△ 261,989,157,894
-
-

2,042,434,728
△ 1,316,809,118
378,920,946,548

192,999,280 152,590,500,540
118,863,728,890 △ 20,033,669,571

1,165,140,726

- -
- 負債合計 21,047,992,794
-

- -
- 161,719,479

601,071 26,007,747

△ 1,298,809,572 888,095,000
- 317,151,000
- -

36,426,962,206 -
△ 21,568,612,037 3,288,839,175

1,548,580,578 1,895,865,949

6,263,752,658 2,365,149,126
928,293,280 -

147,963,595,751 17,759,153,619
142,264,577,788 12,804,506,493

【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

22,493,767,464 2,589,498,000



(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

41,762,689

1,973,121

1,973,121

-

△ 21,141,689,268

-

2,096,502,296

1,197,836,233

15,312,283

1,438,367,228

385,669,664

1,052,697,564

△ 20,150,142,229

993,520,160

547,973,489

403,783,982

-

3,054,562,937

528,142,318

11,571,681,682

2,799,690,315

1,018,119,017

7,753,872,350

-

280,154,189

142,252,320

49,985,818

87,916,051

6,364,213,749

-

【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

21,588,509,457

15,224,295,708

3,372,459,837

2,682,598,040

161,719,479



(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 159,156,164,275 △ 21,470,254,397

純行政コスト（△） △ 21,141,689,268

財源 15,967,983,046

税収等 11,528,698,322

国県等補助金 4,439,284,724

本年度差額 △ 5,173,706,222

固定資産等の変動（内部変動） △ 6,610,291,048 6,610,291,048

有形固定資産等の増加 2,131,670,479 △ 2,131,670,479

有形固定資産等の減少 △ 8,303,382,221 8,303,382,221

貸付金・基金等の増加 896,059,489 △ 896,059,489

貸付金・基金等の減少 △ 1,334,638,795 1,334,638,795

資産評価差額 -

無償所管換等 44,627,313

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 6,565,663,735 1,436,584,826

本年度末純資産残高 152,590,500,540 △ 20,033,669,571

44,627,313

-

△ 5,129,078,909

132,556,830,969

-

△ 5,173,706,222

【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

137,685,909,878

△ 21,141,689,268

15,967,983,046

11,528,698,322

4,439,284,724



（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 980,680,724

-
△ 876,632,085

本年度資金収支額 △ 255,616,758
前年度末資金残高 1,210,289,735
本年度末資金残高 954,672,977

22,837,302
3,170,445

26,007,747

1,033,401,000

1,517,757,344
1,145,681,122

7,420,768
5,158,636

-
8,701,979

1,910,033,085
1,910,033,085

-
1,033,401,000

2,676,017,870

547,973,489
-

499,923,637
612,313,348

2,667,315,891
1,894,357,964

772,957,927
-
-
-

547,973,489

65,964,776
6,364,213,749
3,054,562,937
2,096,502,296
1,197,836,233

15,312,283
15,067,288,523
11,524,398,623
2,421,603,743

386,136,764
735,149,393

142,252,320

【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

14,406,925,323
8,042,711,574
3,921,720,803
3,912,773,675


